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特別レポートⅠ

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

『北陸産地の復権を目指して』

東レの自動車材料事業戦略

去る 3月 7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『北陸産地の復権を目指して』を開催しました。当日は、JUKI 株

式会社工業用ミシン事業部縫製研究所知久幹夫主査、伊藤忠商事株式会社丹羽宇一郎取締役会長、東レ株式会

社胡谷一路常任理事の 3人の講師に、ご講演いただきました。本号では、そのうち、胡谷一路常任理事の講

演内容をご紹介いたします。なお、知久幹夫主査の講演内容は本誌前号にて、また丹羽宇一郎会長のご講演は

弊社のマネジメントビジネス誌『経営センサー』6月号にてご紹介しました。

はじめに

皆さんこんにちは。東レ自動車材料戦略推進室
の胡谷です。今日は東レの自動車材料事業の事業
戦略についてお話しします。
私は 1970 年に東レに入社し、2006 年 1 月に自動

車材料戦略推進室ができるまで、一貫して樹脂の
営業畑を歩んできました。その間、樹脂事業部門
の中にナイロン樹脂、PBT 樹脂、PPS 樹脂の自動

車用途の開発・販売を担当するエンジニアリング
プラスチック第 1 事業部という自動車用途を専門
に扱う事業部を作りました。後に ABS 樹脂、PP
発泡シート・ペフの自動車用途も取り込み、組織
名称も自動車材料事業部と改め、名実ともに樹脂
事業部門のすべての素材の自動車用途を担当する
事業部としました。この自動車材料事業部の 07 年
の売上は単独売上 341 億円、樹脂国内・海外関連
会社の自動車用途売上を合算すると 470 億円に
なっています。
このように用途別の組織にしたことにより、自

動車関連ユーザーは樹脂を選択することなく、何
でも東レに聞けば分かるという土壌ができたので、
樹脂系素材の開発テーマに関し、多くの開発情報
が入るようになりました。この延長線上に自動車
材料戦略室の誕生があるわけです。

東レ内での自動車分野の位置付け　IT-2010から

自動車材料事業戦略のお話をする前に、東レ内
での自動車分野の位置付けを確認するため、2006
年 10 月に策定した東レの中期経営課題「IT-2010」
についてお話しします。
02 年 3 月期に東レ本体は営業赤字に落ち込み、

これを受けて、02 年 4 月には長期経営ビジョンと
して AP-New TORAY21 をスローガンに掲げまし
た。その中期経営課題として、危機からの脱出の
ための「守り」の経営課題NT21、新たな飛躍のた
めの「攻め」の経営課題 NT-Ⅱのツーステップを
実施しました。それが功を奏して業績がある程度
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回復したことを受け、06 年 4 月には新たな AP-
Innovation TORAY21 の長期経営ビジョンを掲げ、
同 10 月から新たな飛躍への挑戦の経営課題 IT-
2010 を実行中です。
IT-2010 の基本戦略は、高収益事業への転換、戦

略的拡大事業の拡大、戦略的育成事業の育成、事
業構造改革の推進、先端材料の拡大です。また、
IT-2010 では、成長する重点 4 領域に向けて組織横
断的にソリューションを提供し先端材料を中心に
事業拡大を目指すとし、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・エネルギーという重点 4 領域を明確に打
ち出しました（図表 1 参照）。東レの長い歴史の中
で経営課題の中に自動車が盛り込まれたのは初め
てのことです。

自動車産業の現状と歴史－日本の躍進と今後

日本の自動車産業の現状を見ますと、07 年世界
販売台数では僅少差で及ばなかったものの売上金
額、世界生産台数でトヨタが GMを抜き実質的に
世界一になりました。また、自動車の世界生産台
数は 6,850 万台で、日系メーカーは国内で 1,117 万
台、海外で 1,153 万台生産しました。日系メーカー
の世界生産台数の合計は 2,270 万台で、なんと世界
の 1 ／ 3 が日本車ということになります。現在、
世界全体で約 7 億台の自動車が走っており、国土
の狭い日本でも 7,000 万台もの自動車が保有されて
います。
自動車の歴史を紐解くと、今から 240 年くらい

前、ジェームズ・ワットが蒸気機関を発明した 4
年後の 1769 年にフランス人のキュニョーが製作し
た蒸気機関で動く自動車が、世界最初とされてい

ます。現在のガソリンエンジンの世界初は今から
120 年前のドイツのベンツです。これはヨーロッパ
特有の富裕層向けの車つくりをしており、少量生
産で終わっています。現在のような大衆車の原点
は、100 年前の 1908 年にコンベア組み立てライン
等の大量生産システムを採用した T 型フォードで
す。この車は 4 気筒 4 サイクル 20 馬力ガソリンエ
ンジンを搭載しており、その後の 18 年間で 1,500
万台生産されたそうです。その後 1920 年頃から
GM、クライスラーも登場し、米国を自動車王国に
していきます。
今日、その BIG 3 を追い抜きトヨタ、日産、本

田、スズキといった日本勢が世界を制覇しようと
していますが、日本初の自動車はいつ頃作られた
かと言いますと、T型フォードに遅れること 30 年
の 1935 年の日産ダットサン、1936 年のトヨタ AA
型がほぼ同時期に作られました。日本車は 1938 年
には 3万 5,000 台生産され、世界第 6位の自動車生
産国となりました。その後、70 年以降の自動車産
業の歴史を振り返ってみますと、図表 2 のように、
国内販売はそれほど大きな変化がなく、輸出の増
大と、海外生産の急増で、05 年の日本車の世界生
産台数は 70 年比 4倍強に増大しています。
ここで、日本の自動車産業の歴史を 3 期に分け

て分析してみたいと思います。
85 年までの第 1 期は国内生産のみの時代です。

輸出の拡大に伴い、国内生産が拡大し、国として
の主たる政策課題は、貿易摩擦への対応でした。
70 ～ 85 年の 15 年間の国内販売は 500 万台弱で推
移していますが、輸出の拡大により生産は急拡大
し 85 年には 07 年の 1,117 万台より多い 1,230 万台
を生産していました。

東レの自動車材料事業戦略

図表 1  “IT-2010”「重点 4領域への先端材料の拡大」

出所：東レ（株）
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図表 2 日本の自動車産業について

出所：東レ（株）



繊維トレンド　2008年 7･8月号6

一方で、80 年代初頭にトヨタ、日産、本田は貿
易摩擦を避けるため、ほぼ同時期に欧米での生産
を開始していますが、85 年の海外生産台数は 90 万
台程度で、07 年の 1,153 万台と比較すると雲泥の
差です。この貿易摩擦は当時の為替相場にも大き
く影響されていました。また 81 ～ 84 年の自動車
対米輸出自主規制もあり、海外生産に拍車がか
かっていきます。昨今大きな問題となっている環
境問題も、この時期に米国マスキー法、排ガス規
制、燃費規制導入の形で表面化し始めました。
第 2 期は国内生産と海外生産の両立の時代です。

第 1 期に起こった貿易摩擦や円高を背景に、輸出
から海外生産にシフトした時代です。海外需要の
拡大に海外生産への移管が追いつかず、90 年頃ま
では輸出も拡大しました。90 年は国内生産もピー
クで 1,350 万台を記録しました。その後、海外生産
の拡大とともに、輸出の減少とそれに伴う国内生
産の減少で 2000 年には国内生産は 1,010 万台まで
落ち込み、その後は 1,000 万台強で推移していきま
す。一方で、2000 年には海外生産 630 万台と輸出
450 万台の合計 1,080 万台の日本車が海外市場で販
売されるようになりました。
第 3 期は海外生産増大の時代です。前述の通り、

国内生産が 1,100 万台前後で推移するのに対し海外
生産は 05 年には 1,097 万台と 1,000 万台を超えま
した。日本車の海外需要拡大に応えるべく、輸出
も増大したため、海外での日本車販売は 1,500 万台
を超えました。07 年の実績では国内生産 1,117 万
台、海外生産 1,153 万台で海外生産が国内生産を超
えています。この第 3 期の後半から中国、タイを
中心としたアジアで急速に自動車生産が拡大し始
めました。昨年の中国の自動車販売台数は 879 万
台で、日本を抜き世界第 2 位になりました。生産
台数も 888 万台で 2 ～ 3 年以内に日本を抜く勢い
があります。このように今後も世界の自動車生産
台数はアジアを中心に拡大していくと思われます
が、日本の自動車メーカーについても、ハイブ
リッドカーに象徴されるように、環境問題に必死
に取り組みながら、まだまだ躍進を続けると考え
られます。

東レと自動車産業とのかかわり

次に、益々拡大する自動車産業と東レグループ
の自動車用素材のかかわりについてお話しします。
図表 3 の写真は、東レの素材を採用している樹脂
部品、繊維部材、炭素繊維部品・部材で組み立て

たスケルトンモデルです。
この展示車は、特に炭素繊維コンポジットの

フード、フェンダー、ドア、リアスポイラー等を
目玉とし、樹脂製エンジン部品、電装部品、繊維
製エアバッグ、シートベルト等の代表的な部品・
部材 80 点で作られています。06 年 9 月の東レ創立
80 周年記念展示会に展示しましたので、ご覧いた
だいた方もいらっしゃると思います。
東レは自動車用素材では非常に高いシェアを持

ち、車の発展とともに自動車産業に素材を提供し
車づくりに貢献してきました。
東レの自動車産業とのかかわりは古く、1941

（昭和 16）年にタイヤコード用強力レーヨン糸に始
まり、1949（昭和 24）年には日本で初めてナイロ
ンを事業化し、内装用繊維からエンジニアリング
プラスチック、フィルム、炭素繊維、電子情報材
料等幅広く自動車材料として採用されています。
東レ素材で出来ている代表的な自動車部品、自動
車部材について、繊維ではエアバッグ、タイヤ
コード、キャビンフィルター等、樹脂では各種機
能部品、吸気系モジュール、ドアの内装部材、
フィルムではハイブリッドカーのフィルムコンデ
ンサー、モーター絶縁体、加飾用フィルム、炭素
繊維ではボンネット、プロペラシャフト、スポイ
ラー、電子情報材料では、液晶用カラーフィル
ター、光ファイバー等があります。
また、東レには製品設計支援をするための世界

有数の分析評価技術を有する東レリサーチセン
ター、加工設備、CAE 解析技術を有する東レエン
ジニアリングがあります。
更に、車づくりにはいかに素材が重要かをお話

ししたいと思います。世界初の量産自動車 T 型
フォードの車体はバナジューム鋼等金属部品で構
成されていましたが、07 年末に新発売された日産
GT-R などを見ますと、走行性能・燃費性能・安全
性向上等のため実に多種多様な素材が採用されて
います。高剛性かつ軽量なボデイを実現するため
にスチールを中心としながらアルミダイキャスト、
炭素繊維複合材料をたくさん使っているのです。
また、軽量化素材を使いこなすために、新構造の
知恵を入れていますが、この新型GT-R で炭素繊維
複合材料が採用されているのが、これらの構造に
使われるラジエーターコアサポート、プロペラ
シャフト、アンダーカバーといった部品・部材で
す（図表 4 参照）。また、図表 5 は先ほど紹介した
スケルトンモデルに使った部品・部材の一部を部

特別レポートⅠ
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位別にまとめた写真です。このようにあらゆる部
位の多くの部品・部材に東レの自動車材料が採用
されているのがお分かりいただけると思います。
また、特に東レ炭素繊維の自動車部品採用例を、

既に触れている部品も含めて改めて図表 6 で紹介
します。これらの部品のうち、量産部品はスポイ
ラー、プロペラシャフト、ラジエーターサポート

だけです。F1 マシンはかなりの部品・部材に炭素
繊維を使っていますが、1台 1 台手づくりで、数億
円以上の金を掛けています。また、右下の超高級
スポーツカーも市販価格 3,000 万円以上です。左上
の車、先代日産GT-R には東レ炭素繊維コンポジッ
トが採用されていましたが、新型GT-R のフードに
は車両価格を 800 万円台に押さえるため、アルミ
が使用されたと聞いています。
ボーイング社との長期契約等航空機で非常に注

目を浴びている炭素繊維も、自動車用途ではコス
ト・量産性がネックとなり、現時点では限られた
超高級車にしか採用されていません。今後いかに
してこのネックを克服していくかについては、後
ほど述べたいと思います。
続いて図表 7 をご覧下さい。ハイブリッド車、

燃料電池車といった新しいパワートレインにも東
レの素材が多く使われています。現在、このよう
に樹脂、炭素繊維、フィルム素材が新しいパワー
トレインの部品・部材に多く採用されていますが、

東レの自動車材料事業戦略
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図表 3 東レと自動車産業

出所：東レ（株）
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図表 4 多様化される自動車素材　～炭素繊維の活用～

出所：東レ（株）

図表 5 東レ素材の自動車用途例

出所：東レ（株）
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これらの部品はまだまだ進化します。今後も自動
車用途の拡大を目指すためには、自動車産業の 5
年、10 年、15 年後といった中長期を見据え、自動
車産業の変化をビジネスチャンスと捉えて事業拡
大に繋げることが重要です。

自動車材料戦略推進室　設立の背景

ここからは、この課題をどのように解決し、東
レの自動車ビジネスを拡大していくかという戦略
についてご説明するため、初めに私が担当する自
動車材料戦略推進室（以下、自動車戦略室）設立
の背景と役割についてお話しします。
既に述べたように、自動車の生産台数は、特に

中国を中心にしたアジアで急激に拡大しています。
日本国内の生産台数は内需の低迷もあり、1,000 万
台強で横ばいですが、日系自動車メーカーは海外
生産を拡大しており、世界の 1 ／ 3 が日系自動車
メーカー製の車です。つまり、自動車産業は益々
拡大しており、われわれのビジネスチャンスは広
がってきています。
実際、07 年 3 月期の東レグループの自動車用途

向け素材別売上高は 1,240 億円ですが、06 年と比
べ 21 ％も伸びました。07 年の東レの連結売上高は
1 兆 5,465 億円ですから、ちょうど 8 ％に当たりま
す。素材別売上高は樹脂系素材で 520 億円、繊維
系素材が 410 億円、これから伸びる炭素繊維系素
材が 90 億円、その他 220 億円です。また 08 年 3
月期は 1,400 億円弱を見込んでいます。
このように拡大する東レの自動車ビジネスにつ

いて、従来通りの体制で良いのか、自動車メー
カーの将来動向、ニーズを十分把握するためには
何をすべきかといった議論を 3 年ほど前から重ね、
2 年前の 06 年 1 月に社長直轄の全社横断組織であ
る自動車戦略室を設立しました。
自動車戦略室は自動車材料ビジネスに横串を通

すため、素材本部と並列な位置付けになっており、
専任メンバーは私と 3 人の若手課長職の計 4 人で
す。経営企画室、マーケティング企画室といった
本社スタッフ部門、繊維、樹脂・ケミ、フィルム、
複合材材料、電子情報材料の素材事業本部、また
東レの生産・技術・研究・エンジニアリングを統
括する技術センター 8 部署から原則部長職 9 名を
兼務者とし、合計 13 名で運営しています。また、
兼務者を出している本部の本部長・部門長並びに
関係会社のうち東レリサーチセンター、東レ・
デュポン、東レ・ダウコーニング、東レインター

ナショナルの各社長からなる自動車戦略会議を実
施しています。

自動車戦略室の役割

ここで自動車戦略室の役割をお話しします（図表
8）。まず東レグループ内では、全体最適化のために
各本部が持っている情報を共有化・一元化します。
各本部が得る情報も従来は各事業部の直接的なお客
様の情報が中心でしたが、自動車戦略室ができてか
らは、各事業部が売っている商品の回りの情報、ま
た直接売っているお客様のもう 1つ先、もう 2つ先
のお客様の情報を取るよう啓発し、今や東レには従
来とは桁違いの情報が集中しています。
また、各種長期開発テーマをバックアップして

いきます。自動車戦略会議での拡販戦略・部門間
投資等の策定も自動車戦略室の役割です。後で述
べますオートモーティブセンターの設立もこの戦
略会議で決まりました。また、対外的な役割とし
ては、東レグループの代表窓口としての役割があ
ります。そして自動車戦略室自らお客様と接し、
情報収集しています。部屋にこもって、新聞、雑
誌、各種文献また社内報告書等だけを情報源とす
るのではなく、生の情報、先を見据えるための変
化情報を現場に取りにいきます。この現場とはお
客様の上層部だけでなく、お客様の生産現場、設
計現場、技術・開発現場です。それらの情報を総
合的に収集することが、自動車戦略室の役割です。
また、東レの総合力で開発推進し、ソリューショ
ン提案ができることを目指しています。
更に具体的には（図表 9）、自動車戦略室では、

設立 1 年間で社内の各技術・各研究所を 67 部署訪
問しニーズを探索しました。併せて自動車戦略室
設立の意義と自動車用部品・部材開発に向けた啓
発を実施しました。内容的には従来用途に捉われ
ない新たな視点での探索、埋もれている技術の再
発掘・適用です。お客様との共同開発契約がある
ため詳細は申し上げられませんが、従来衣料用途
向けに開発された繊維素材の特徴を自動車メー
カーにぶつけたところ、あるメーカーが、新シス
テムの部材として興味を持ち開発を進めています。
社外に対しても設立後 1 年間で 100 社を訪問し、
自動車戦略室の設立の経緯・役割を説明し、今後
東レグループの総合力でソリューション提案して
いきたいと PRしました。おおむねお客様の反応は
良く、これをきっかけとして新しい開発を進める
ことになったケースが数多くあります。

特別レポートⅠ
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図表 10 で表しているように、自動車戦略室の意
義・役割は、繊維、樹脂、フィルム、複合材料、
電子情報材料を中心とした多岐にわたる素材、先
端材料、加工技術、製品設計支援など総合力の結
集による自動車産業の部品・システム変革への対
応です。また、東レグループの総合力とは、多岐
にわたる素材群を持っていること、その素材を活
かす高次加工技術を持っていること、そしてその
素材の解析技術、評価技術、設備技術を持ってい
ることです（図表 11）。ナノ・バイオといった先端
技術にも挑戦し、その先端技術を駆使し、世の中
に先端材料を生み出しています。更に多様な事業
部・東レグループ関係会社の情報収集力、マーケ
ティング力も総合力の大きな要因です。
自動車産業の課題である“環境・エネルギー”

“安全”“快適”“カーエレクトロニクス”に対して、
東レの持つ先端材料技術、先端加工技術、製品設
計支援技術を融合して総合力としソリューション
提案することが、今後の東レの自動車材料の事業

拡大のための戦略です。

自動車材料の事業拡大

現在、自動車用素材の国内市場規模は、トータ
ル 3 兆 6,000 億円ですが、鉄を中心とした金属が 2
兆 6,000 億円と圧倒的なシェアを持っていて、繊
維・エンプラといった東レが保有する素材系は
4,000 億円程度です。このような状況下で東レの自
動車材料の事業拡大に向けた、開発の大方針には、
切り口が 3つあります。
1つは自動車産業の変革に伴って創出される新規

部品、新規部材の新たな需要を東レの総合力で確
実に取り込むこと、2つ目は他素材の代替推進です。
昨今、特に環境問題解決のため、自動車メーカー
は軽量化に必死に取り組んでいます。東レには炭
素繊維・エンプラといった強力な武器があります。
これらの素材・技術を革新的にブラッシュアップ
することにより、金属代替を狙います。3 つ目は、
従来素材軸では困難になってきているシェアアッ

東レの自動車材料事業戦略

図表 8 自動車戦略室と社内外との関わり

出所：東レ（株）

etc.

etc.

図表 9 自動車戦略室の社内外への活動

出所：東レ（株）

図表 10 自動車戦略室の意義

出所：東レ（株）

図表 11 東レグループの総合力

出所：東レ（株）
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プを東レの総合力を駆使することにより実現して
いきます。自動車のシステム、部品は単一素材で
構成されているケースはごくまれであり、ハイブ
リッド車のモーターとモーター周りの部品には樹
脂素材、繊維素材、フィルム素材等が使われてい
るなど、多種素材の複合的な構成品です。しかし
従来は、個々の素材部隊が個別に顧客のニーズを
受け止めていたため、その部品のトータルニーズ
が分からず、個々のお客様から出されたスペック
のみが開発のベースになっていました。この対応
を、1～ 2 年前から自動車戦略室が核になり総合力
でお客様に接することで、真のニーズが見えてき
ました。お客様から見ても、個別対応よりも総合
力対応の方が、開発がスムーズに進むと喜ばれて
います。そのため一部他社の素材を検討していた
ものを、総合力のメリットで当社に切り替えて検
討する事例も増えてきています。これは事業拡大
のためには大きなメリットです。
また、現在自動車メーカーが環境問題に必死に

取り組んでいることは東レにとって大きなビジネ
スチャンスであり、追い風です。ここで、昨今、
環境規制がますます厳しくなってきていることを、
簡単に紹介します。
排ガス規制の強化は、70 年米国のマスキー法な

どから始まり、大気汚染問題が表面化して、90 年
代前半には、日本でも大気汚染公害訴訟が増加し
てきました。90 年代後半～ 2000 年代には石原東京
都知事のディーゼル NO 作戦が有名ですが、これ
はディーゼルエンジンが本質的に環境に悪いので
はなく、日本の自動車メーカーがディーゼル車の
環境対策に遅れをとったことと、トラックのメン
テナンス不足があのような悪いイメージを植え付
けたのではないかと思います。現に欧州では
ディーゼル車のシェアが 50 ％以上で、ますます増
える傾向にあります。日本の自動車メーカーも、
ここにきてディーゼル車の環境対策に注力し始め
ました。
日米欧の排ガス規制の推移を見ると、94 年頃は

地域によって、規制水準に差があったものの、こ
こにきて規制水準の絶対値は縮まり、各地域とも
09 年以降かなり高い水準の規制値をターゲットに
してきています。また、日米欧中の燃費規制の今
後の動向を見ると、各地とも高い値を目指してお
り、中国も近い将来高い目標を掲げることが予想
されます。
更に、主要な自動車メーカーの CO2排出量を見

ると、販売される車の加重平均の影響で、PSA
（プジョー、シトロエン）、FIAT、ルノーといった
小型車専門メーカーの排出量が少なく、米国車並
びに欧州車でも大型車が多いダイムラー、BMWが
高い排出量となっている中で、日本車はその中間
に位置しています。原油の高騰のみならず、環境
問題という観点からも、今、日本の自動車が世界
を席巻している理由が良く理解できます。

業界のニーズの変化から見る自動車戦略室の役割

ここで環境規制の歴史と今後の動向を図表 12 に
まとめます。75 年の排ガス規制に始まり、05 年に
は京都議定書による CO2排出量の規制、自動車リ
サイクル法が施行されました。また、バイオ燃料
などガソリン代替燃料の拡大が叫ばれています。
欧州発信の有害物規制等環境規制はますます拍車
が掛かります。東レは、これらをビジネスチャン
スとして捉え、従来の素材の提案から素材パッ
ケージの提案に移行し、更には新規先端材料・異
種材の融合によるソリューションの提案、また、
新規コンセプトの提案ができるよう挑戦していま
す。
そこで自動車戦略室として、自動車事業拡大の

ための重点課題として軽量化対応、次世代パワー
トレイン部材、非石油系材料、カーエレクトロニ
クスの 4点を挙げています（図表 13）。
軽量化対応としては、CFRP 炭素繊維複合材料が

あります。CFRP の自動車への適用効果としては、
軽量化、衝突安全性向上、組立工数削減、運転性
向上、安全性向上があります。図表 14 の真中の絵
は、実際に車に搭載されている自動車部品・部材
です。しかしながら、右上のリアスポイラーと右
下のプロペラシャフトを除けば、F1 車や 2,000 万

特別レポートⅠ
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図表 12 自動車戦略室の役割

出所：東レ（株）
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円以上のスポーツカー、1,000 万円以上の高級ス
ポーティーカーの一部に搭載されているのみです。
なぜならば、現在の材料、加工法では、鉄の数倍
のコストが掛かるからです。しかし、鉄を CFRP
にすることにより、約 50 ％の軽量化が期待できま
す。ここに挙げた部品だけでも約 100kg は軽量化
できます。
環境対応を急ぐ自動車メーカーの 300 万円程度の

量産車種に搭載させるには、トータルコストの低減
が必須です。その方策として、熱可塑性材料との組
み合わせによる革新的素材の開発、接合技術の開発、
新加工法の開発を集中的に行っています。
また、ハイブリッド車の部材・材料については、

ハイブリッドモーターの技術変革に対応した材料
提案、次世代電池であるリチウムイオン二次電池
へのアプローチ、パワーコントロールユニットへ
の材料提案を総合力で実施しています。更に、燃
料電池車の量産はまだまだ先ですが、量産試作車
の燃料電池、水素タンク、モーター、パワーコン
トロールユニット、二次電池の部材の一部採用を

含め開発を進めています。
また、環境対応素材である PLA 繊維を中心とし

た非石油系素材での自動車用途への展開を図って
おり、一部カーマットやスペアタイヤカバー等に
搭載が始まっています。現在、内装材等への搭載
のため、ほとんどの自動車メーカーと取り組んで
います。非石油系素材については、樹脂・フィル
ムも各自動車メーカーと取り組みを開始していま
す。
自動車は ITS 対応、燃費向上、安全、快適のた

めに電子化が猛スピードで進んでいます。最高級
車のハイブリッドグレードは製造コストの 50 ％近
くが電子部品と言われていますが、東レにはパソ
コン、携帯電話、薄型テレビ等 IT 関連で培った電
子材料、微細加工技術があり、東レの電子情報材
料にとって宝の山と言えます。現在商品化してい
るものが即採用されなくとも、ベースになってい
る基本技術を駆使すれば、カーエレクトロニクス
の部材、材料として、十分参入できると確信して
おり、自動車メーカー、部品メーカーに PRを重ね
ています。

名古屋事業場

東レは昨年（07 年）10 月に名古屋事業場内に
オートモーティブセンターの設立を発表しました。
今年（08 年）の 6 月開所を予定しています。また
同時に、名古屋事業場を中期経営課題 IT2010 の重
点 4 領域の 1 つである自動車・航空機用材料の一
大開発拠点とする A&A センター構想も発表しまし
た。
名古屋事業場は現在、主に樹脂、ケミカルの生

産、樹脂応用開発センター、化成品研究所等を有
する基幹事業場で名古屋市港区に位置しており、
航空機部品・部材メーカーである三菱重工、川崎
重工、富士重工が近接しています。また自動車関
連ではトヨタ自動車、岡崎の三菱自動車、鈴鹿の
本田、浜松のスズキが有ります。また、トヨタの
周辺にはデンソー、アイシン精機といった大手
ティア 1 サプライヤーが数多く集積しています。
神奈川の日産自動車、栃木の本田、広島のマツダ
の開発拠点からは遠距離ですが、東レは総合力を
結集して開発に臨むという姿勢を PRし、理解を得
ています。
名古屋事業場 A&A センター構想の第一弾とし

て、6月に設立する自動車向け先端素材、部材、シ
ステムの融合技術開発拠点としてのオートモー

東レの自動車材料事業戦略

図表 13 自動車事業拡大のための重点課題

出所：東レ（株）

図表 14 軽量化対応

出所：東レ（株）
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ティブセンターに、来年（09 年）開設予定の新コ
ンポジット開発センターを加え、既存の樹脂応用
開発センターと連携・融合させます。繊維、ケミ
カル、フィルム、関係会社の技術開発部隊とも連
携・融合し、東レの総合力を結集していきます。

オートモーティブセンター

次に、このオートモーティブセンター設立の背
景、開発内容等についてお話しします。自動車の
今後の変革は図表 15 に表したように、現行車両の
改良フェーズに始まり、先進フェーズ、革新
フェーズと進化していきます。次世代車両は今か
ら 5 ～ 10 年後の車両であり、ある程度見えている
領域です。次次世代あるいは未来カーの領域にな
ると自動車メーカーでもシステム、機能等は明確
になっていません。
自動車メーカーは、ここに示したように安全性、

環境・エネルギー対応、快適性の観点から新しい
システム・機能を次から次へと搭載しています。
このように自動車メーカーがシステム開発を中心
にしているため、様々な素材・技術を用いた総合
力での対応が必要です。
要求の高度化、複雑化により、お客様と一体と

なった共同開発が必要となってきました。
また、素材の特性のみならず、部品、システム

に近い形での共同開発が必要となってきます。
オートモーティブセンターの必要性をまとめる

と、図表 16 のようになります。
従来のプッシュマーケテイング発想、シーズオ

リエンテッド開発も重要ですが、自動車メーカー

の変革についていくためには、プルマーケテイン
グ発想を、そしてニーズオリエンテッド的開発、
マーチャンダイジング機能を持つことが重要であ
り、しかもこれらの総合力を結集して対応し、お
客様に満足していただくことが必要です。そのた
めには、システムを十分理解し、真の要求特性を
把握することによって、素材・加工技術へ落とし
込む必要があります。
そしてその総合力をお客様に対しても、東レグ

ループ内部に対しても“見える化”する必要があ
ります。この“見える化”の具現化がオートモー
ティブセンターです。
自動車用材料・部材を開発するためには、真の

要求特性の把握が重要です。例えば、自動車に搭
載されている 66 ナイロン製の各種エアバッグでは
従来は素材軸で開発フォローしていました。しか
し、システムとして見ると、エアバッグ周りには、
各種電装部品が数多く搭載されています。オート
モーティブセンターは、個別の材料・部材開発で
はなく、このようなトータルシステムを開発ター
ゲットとして、総合力で素材提案していきます。
また、ドライバーの側に立って、自動車メー

カーが本当に求めているのは、エアバッグそのも
のではなく、衝突安全システムです。将来的には
エアバッグを使用しない安全システムが出てくる
かもしれません。また、究極的には衝突しない車
を考えるでしょう。その時に素材・技術等で優位
に立った東レにはどのようなビジネスチャンスが
あるかを見据えることが重要です。

特別レポートⅠ
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図表 15 自動車の将来動向

出所：東レ（株）

CAE

図表 16 自動車部材開発拠点の必要性

出所：東レ（株）
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東レの自動車材料事業戦略

東レの技術開発戦略

東レの自動車材料事業拡大のための技術開発戦
略を見ると、高分子化学、バイオケミストリー、
有機合成化学のコア技術をベースに、高分子設計
に始まり解析・分析に至るまでの各種技術をたく
さん保有していることが分かります。
これらの強みを素材間の壁を越えて、融合する

ことにより、お客様の課題に対応し、事業拡大に
繋げていきます。それがオートモーティブセン
ターの担う大きな役割です。
オートモーティブセンターで取り組む重点課題

は、開発方針で述べた軽量化対応、次世代自動車
部材、非石油系素材、カーエレクトロニクスです。
まず、軽量化対応ですが、樹脂の持っているポ

リマー技術、コンパウンド技術、成形加工技術と

炭素繊維複合材料が持っている繊維技術、コンポ
ジット技術、設計技術を融合し、軽量、寸法安定
性、高剛性、高強度、良リサイクル性、衝撃吸収
性、良意匠性を有する熱可塑性コンポジットを開
発します。自動車の設計・構造の革新を提案する
ために、モジュール適用の拡大、革新的な素材ハ
イブリッド構造、環境配慮型設計の進展を検討し
ます（図表 17）。
以下、次世代自動車部材、非石油系素材、カー

エレクトロニクスについては図表 18、19、20 をご
参照下さい。
これらの重点課題は、総合力を結集すること、

それぞれの素材系で持っている基盤技術を融合す
ることにより、自動車メーカーの高度かつ複雑な
真のニーズに対応し、開発を進めていきます。将

図表 17 軽量化対応　～熱可塑コンポジットによる軽量部材開発～

出所：東レ（株）

図表 18 次世代自動車部材　～モーター・ 2次電池～

出所：東レ（株）

/

図表 19 非石油系素材の拡大　～自動車内装材への適用拡大～

出所：東レ（株）
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図表 20 カーエレクトロニクス　～非自動車技術の適用～

出所：東レ（株）
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来的には、材料メーカーの立場から自動車のシス
テム・機能を提案していきたいと思っています。
東レには未来の自動車に貢献する技術がこれだ

け多くあります（図表 21）。顕在化している技術・
素材だけでもこれだけ多くを有しており、眠って
いる技術、潜在化している技術を掘り起こせば、
100 倍以上の技術力を発揮できると確信していま
す。
これらの技術・素材を融合し開発をする開発セ

ンターがオートモーティブセンターです。

オートモーティブセンターをご活用いただくために

従来型の開発は、素材の性能アップあるいは置
き換えによる部品性能向上等に効果がありますが、
従来の設計の範囲での“改良”に留まります。
開発のプロセスは各部品・システムの部位のス

ペックをお客様からいただき、その部位のスペッ
クに合った素材の提案を行います。その素材でお
客様が試作評価を実施します。トータル性能が満
足しなければ、また、新しいスペックをいただき
ます。これを繰り返します。
オートモーティブセンターが目指すのは、素材

に適した設計及び融合素材・技術による革新的自
動車システムの創出です。そのためにはお客様と
ターゲットを共有し、共同で設計・素材検討を実

施します。評価も共同で実施することにより、お
互いの技術をブラッシュアップすることができま
す。このようなやり方が自動車システムの真の
トータル機能の向上、トータルコストのミニマイ
ズの実現を可能にします。
オートモーティブセンターにはソリューション

提案のための仕組みもたくさん盛り込まれていま
す。
部品に近い形での加工性・製品評価ができる大

型加工機器・試験装置を設置しますし、お客様と
東レグループのエキスパートがオンラインでディ
スカッションができる TV会議システムも導入しま
す。シーズ提案のためのショールーム、ライブラ
リー、セミナールームも設置します。また、CAE
を駆使した独自の解析技術による設計支援を行い
ます。更に課題解決のための化学分析・解析機器、
信頼性評価のための耐久試験装置を設置します。
4 階建ての本館と隣接する実験棟に大型成型機、

大型塗装設備、衝突試験器等を設置します。本館
の 1 階は東レの総合力が見える約 500 ㎡のショー
ルームを常設します。2 階、3 階は各種会議室、セ
ミナールーム、ライブラリー、4階は CAE ルーム、
各種評価機器が並びます。また、オートモーティ
ブセンターには、お客様の立場に立った設備を取
り揃え、お客様と一体となった開発を進めるため、
オープンラボとして活用します。

むすび

これまで、東レの自動車材料事業戦略をお話し
してきました。東レは日系自動車メーカーのグ
ローバル化への対応を確実に実行することにより、
既存事業の拡大を図ります。更に素材及び技術の
融合開発を総合力で推進し、自動車メーカーの課
題である環境・エネルギー、安全性・快適性向上、
情報・エレクトロニクス化に対応する新規アイテ
ムを確実に獲得することにより、自動車材料の売
上高（06 年度 1,240 億円）を 2015 年には 3,500 億
円と現状の約 3 倍にするという目標の達成を目指
します。
ご清聴ありがとうございました。

図表 21 未来の自動車に貢献する東レの技術　

出所：東レ（株）




