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人材／人材育成の視点

上級MOT短期集中研修「戦略的技術マネジメント研修」について（第15回）

『超極細繊維』の研究技術開発と事業開発に
おける戦略的な意思決定とリーダーシップ
―「特別講演」技術・事業開発とリーダーシップ―
LCA大学院大学教授（元 東レ（株）常務理事　岡本研究室長）岡本 三宜 氏 講演録
企　　　　　画：MOTチーフディレクター　宮木 宏尚
記 録 ・ 写 真 ：フリーランス・ライター　山崎 阿弥

山崎 阿弥（やまさきあみ）
フリーランス・ライター

繊維メーカーやWEBのプランニング会社での企画・デザイン、デジタル・デザイン系の専門
学校講師、企業グループが発行する新聞の記者等を経て現在に至る。環境関連の専門誌での
ライティング、各種デザインのクリエイティブ・ディレクターのほか、企業のブランディン
グに関わるリサーチャーとしてマーケティングに携わる。2006 年から「戦略的技術マネジメ
ント研修」の講義記録を担当。

LCA 大学院大学　教授、工学博士

（元東レ（株）常務理事岡本研究室長）
岡本 三宜（おかもとみよし）
1960 年東レ（株）入社、同社繊維研究所長、同社常務理事岡本研究室長、京都工芸繊維大学客
員教授（兼務）、2000年信州大学繊維学部教授、東麗繊維研究所（中国）董事長、東レ（株）技
術センター顧問、AREC（産学官連携施設）コーディネーターを経て、LCA大学院大学教授。こ
の間、内閣総理大臣賞（全国発明者表彰）、カローザスメダル賞（英国）、紫綬褒章、レオナルド
賞（イタリア）など数々受賞、2005年ＮＨＫ「プロジェクトＸ」出演。主な著書に『新合成繊
維』共著、『テクノマーケティング戦略』共著、『デュポンの「創造性開発」』共訳、『最新の紡糸
技術』共著、『塗り絵式特許明細書作成法』共著、『イタリア通になれる本』訳など。

宮木 宏尚（みやきひろひさ）
東レ経営研究所特別研究員MOTチーフディレクター
東京農工大学大学院技術経営研究科非常勤講師
1968 年早稲田大学大学院理工学研究科修士課程修了。同年東レ（株）入社。13 年間合繊原
料工場において合成繊維原料・エネルギープラント等設備の計画・管理、特に省エネルギー
プロジェクトを担当の後、全社の技術戦略企画、新事業企画、経営企画、情報システム企画
などを担当。2002 年 12 月退社。
2003 年 3 月から（株）東レ経営研究所特別研究員。2006 年 8 月東京農工大学大学院非常勤
講師。現在、ミヤキ（株）代表取締役社長、国立音楽大学評議員、（社）化学工学会経営シス
テム研究委員会委員長、日本技術者教育認定機構（JABEE）審査員など。

Point
1 合成繊維の新しい技術の多くは、レーヨン事業撤退、第１次合成繊維大不況の中で研究テーマを失
った研究者達から生まれた。

2 創造的な研究開発成果も、後で考えると「創造性は特別な才能ではなくスキルだ」というデュポン
のタナーの言う創造開発の基本、常套手段で生まれたものだった。

3 「狙った魚のすぐ横に大きな獲物がいる」。スエード調新素材も、表皮人工皮革の苦戦の隣にあっ
た。ちょっとしたパラダイム変化（ミニ・パラダイムシフトと呼ぶ）でヒット商品になったもの
は数多い。

4 創造的な新しい事業開発には、研究者の執念や気力とともに、経営者の慧眼、名伯楽の存在が重
要である。

5 イノベーションのモデルは、リニア－モデルやラウンドテーブルモデルなど色々あるが、その
時々でより良い手法を使えるようにする事が重要。この際、肝心なのは組織のあり方である。
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このシリーズは東レ経営研究所が主催する上級

MOT 短期集中「戦略的技術マネジメント研修」で

ご協力いただいている講師の方々へのインタビュー

や講演録をお届けするものです。

今回は、LCA 大学院大学教授・岡本三宜先生の

特別講演記録です（2009 年 2 月 11 日、東京・田

町キャンパスイノベーションセンターにて）。

岡本先生は、東レ株式会社で超極細繊維の開発

に携わり、世界初のスエード調新素材“エクセーヌ”

（ウルトラスエード（米）、アルカンターラ（欧））

やメガネ拭き“トレシー”の研究開発者として著名

で、常務理事及びご自身の名前を冠した「岡本研究

室」の室長を務められ、NHKの「プロジェクト X」

にも出演された方です。講演では「『超極細繊維』

の研究技術開発と事業開発における戦略的な意思決

定とリーダーシップ」というテーマで、お話しいた

だきました。

レーヨン事業からの撤退

苦境の研究所から新技術が生まれる

本日参加されている皆さんの名簿を拝見します

と、私の研究とは業種が異なりますし、当時とは

時代や環境も違います。しかし、研究・開発の本

質は変わらないのではないかという気持ちから、

皆さんに少しでも参考にしてもらえるところがあ

ればと思い、お話しさせていただきます。

さて、私が超極細繊維の開発に携わることにな

る少し前、すなわち昭和 30 年代後半は合繊業界

にとって非常に厳しい時代でした。昭和 35 年ご

ろ東レはレーヨン事業からの撤退を決定し、昭和

39 年のオリンピックの翌年には深刻な第一次合

成繊維大不況を迎え、慌てふためいて基盤研究を

やることになったのがもともとの始まりでした。

それまで順調に進んでいただけに、ダメージは大

きなものでした。

私が赴任した愛媛工場には当時レーヨンの研究

室があり 110 人程の研究者が在籍し、事業撤退に

よって試練を迎えました。しかし、結果としてこ

の研究室は創造性豊かな研究室に変貌し、ここか

ら「張り合わせ複合繊維」「超極細繊維」「炭素繊

維」「高機能アクリル繊維」などの基本的な新技

術が生まれることになりました。

「あこがれのハワイ航路」時代

新規事業を生み出すに当たって、私は「これか

らの我々の生活はどうなるのか」ということを真

剣に考察しました。それには海外視察に行った人

の話を聞くのが一番とばかり、著名な評論家や企

業人の話に耳を傾けました。彼らの話から、これ

からは「生活の洋風化」が進むことを確信しまし

た。コンクリートの建物が増えることから、カー

ペットの需要が増えるということ、自動車の時代

が必ず来ることなど予想し、私はすぐに自動車免

許を取りました。

そんな中、三島工場からポリエステルのステー

プル工場を愛媛工場に移す話が持ち上がり、早速

三島に行ってポリエステルに関するすべてを学

び、あらゆるトラブルにも対処できる状態になり

ました。レーヨンの研究者たちは、新規事業へ向

けて必死に学び取ろうとしていたのです。

また、特許が大事だということを学び、世界で

最初に特許を公開するベルギーのダーウェントの

特許抄録を読みあさり、繊維の三大重要事項であ

る染め、油剤、捲縮に着目しました。
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今から考えると、「創造性は特別な才能でなく

スキルだ」というデュポンのタナーの言う創造性

開発の基本（常套手段）をズバリやっていたので

す。

超極細繊維の研究

次に超極細繊維の開発に至った経緯について

お話しします。レーヨン研究室では事業撤退後全

員がアングラ探索に取り組んでいましたが、私は

衣料用繊維で最も重要な捲縮に着目し、構造捲縮

を提唱し、天然モデルを参考に複合紡糸を重点に

研究を行いました。複合紡糸では 2つの液を張り

合わせて紡糸します。これが 1本なら簡単なので

すが、何百、何千という穴から出して紡糸し工業

化するには工夫が必要でした。

当時、私の上司になかなかの伯楽がおりまし

て、彼は私たちの提案をまずは否定し、証明させ

て驚き、誉める、約束を守り研究にお金を出し、

特許を重視する…というふうに上手に進めていき

ます。

構造捲縮の実験でも最初は「そんなことがで

きるか」と馬鹿にされましたが、実際に多孔複合

紡糸をやって見せると、今度はそれを溶融複合紡

糸にせよと指示され、レーヨンの紡糸機と半田ご

てのヒーターの組み合わせによる溶融紡糸で嵩高

性が 3割アップした繊維で応えました。それがす

ぐに工場に採用され、約 6 千トン/年の生産にな

り、入社三年目で社長賞をいただきました。月給

の 10 倍ほどでした。

しかし、デュポン社がナイロンの複合繊維と

アクリルの複合繊維を既にやっていることが分

り、技術者としてはその先へ進みたいと思いまし

た。それならば複合の複合をやろうということで、

2 つのターゲットを決めて取り組むことにしまし

た。1 つは任意の断面を作ること、もう 1 つは超

極細繊維を作ることです。当時既に開発が始まっ

ていた炭素繊維の研究者である北川日出次氏と、

どちらが先にモノにするかを競争しあうことを誓

いました。

ちょうどその時期に第一次合繊不況が起こり、

合成繊維の再建のために基盤技術の創出を求めら

れ私は中央研究所に異動しました。

私が考えた複々合とは、1本の繊維の中に細い

繊維を詰め込んで片側を除くと細い繊維ができる

ということです。これには「前例がない」「技術

的に難しい」「用途がない」「コスト高」「デュポ

ンでもやっていない」「細い繊維は染まらない」

と全否定されました。しかし私には天然素材を師

として、ある確信と期待がありました。例えば絹

は細いがゆえに高価な特性がありセリシンを除去

することで新特性がでる、羊毛やカシミヤと比べ

て細いヴィキューナは高付加価値繊維でしかもそ

の繊維の構造は細い繊維の束である。皮もなめし

て成分除去し革になりその構造は超極細繊維の束

であるなどです。

超極細繊維の提案をしても、証拠が無ければ

お金がつきません。そこで何とか実証しようと、

試験管でポリエステル／ナイロンのローソク紡糸

をやったところ、1 本のガットにほぼ無数の超極

細繊維ができました。実験室ベースでは約 4グラ

ムの糸で地球から月まで届くものができました。

その後はいかに細い繊維を作りながらコストの面

で安く、安定的に作れるかを考えながら更に実験

を進め、約３年後に研究発表を行いましたが、酷

評されました。この時私は協力者を失いましたが、

逆に上司の支持や他の部署から支援者が現れまし

た。



間もなく私は超極細繊維の研究を続けるかど

うかの岐路に立たされます。しかしその時、デュ

ポンとの合弁会社が難破し、これを買収して再建

するという方針がトップから出され、それを期に

発足した新しい事業部（第二事業部）へ複合紡糸

に成功したときの上司が呼び寄せてくれました。

私はこのチャンスに乗じて超極細繊維の研究を継

続することになります。

とはいえ、当時は前例がないことは極めてや

りにくい時代でした。特許をとるにも会社にお伺

いを立てなければなりません。更に、中央研究所

で紡糸を行う場合、他の研究所との連携が必要で

す。各研究所が切磋琢磨する中、私の考案した何

に使えるかも分らない繊維になど協力が得られる

はずもありませんでした。

私はこのような経験から、シーズ主導型の研

究の欠陥を痛感し、基礎研究－応用研究－デザイ

ン開発－最終商品の開発－エンジニアリング－生

産－売るといった一連の営みの中で考えるイノベ

ーション型研究、組織の重要性について骨の髄ま

で痛感し、組織に関心を持つようになりました。

私が非難を受けた理由はもっともな話だったので

す。にもかかわらず、シーズ主導の超極細繊維研

究は最後には成功を納めます。それには副社長か

らきつく非難されたにもかかわらず研究を続けさ

せてくれた、当時の室長の理解が欠かせませんで

した。NHK「プロジェクトＸ」の番組制作に当

たって、研究にストップをかけなかった理由をか

つての室長に尋ねると、「副社長は経営に忙しく、

私の方がこの研究の重要性を理解していた。それ

に、私には副社長の言葉が“非難されて研究をや

めるようではモノにならない、本当に良いと思っ

ていたら陰でも続けるはずだ”という反語に聞こ

えた」と言われました。

海外からの絶賛、量産体制へ

やがてこの事業部内では 45 ： 20 ： 5（人）の

3 グループによる競争体制が取られ、私は 5 人の

小さなグループで超極細繊維を担当することにな

りました。

折しもデュポン社が繊維空気交絡革新技術の

開発に成功しており、特許売りはしない時代でし

たから、その技術を手に入れるためには交換技術

が必要とのことで、約 100 件の交渉材料を副社長

が持参し交渉に臨みました。その中に秘密記号で

SAM（超極細繊維のこと）という実験室小サン

プルを入れることができ、それがデュポン社から

絶賛されたのです。その晩にアメリカからの国際

電話で半年のうちに工業化技術を完成させよとい

う指示が下りました。即座にプロジェクト体制が

敷かれ、銀付き（表皮）の開発を止め、スエード

でいこうということになりました。これは私のい

う「狙った魚の隣に大きな獲物がいる」というこ

とです。

その後今度は工場に移って生産安定化に苦労

しました。パリのファッションショーで絶賛され

ましたが、最初の半年は 1mの注文もありません

でした。しかし、昭和 45（1970）年 12 月に最初

の注文 30m が入り、非常に高い値段であったに

もかかわらず、その翌日には倍、更にその翌日に

も倍といったように、生産が追い付かないほどの

注文が来るようになりました。生産工程の安定化

には本当に苦労しましたが「出来る 出来る 出来
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ると思えば出来る！出来ないと思えば、出来ない」

という武者小路実篤の色紙を掲げてみんなで取り

組みました。また、うまい具合に走査型電子顕微

鏡や口金微細加工技術、液流染色機などの関連技

術がタイミングよく同時期に進歩してくれたこと

がニーズにあった製品の生産を助けてもくれまし

た。

さて、量産体制に入ってまず敬服したのはトッ

プの慧眼です。「全プロセスの物質収支とエネル

ギー収支を帯状グラフにして出せ」という指示が

出ました。これは今でも皆さんにお勧めしますが、

どこに一番お金がかかっていて、どこを安くすれ

ばいいのかが分かる、事業の性格が目に見えて分

かるようになるんです。更に販売リーダーの慧眼

も申し上げておきますと、赤字を解消するために

コスト割れで売ろうとした矢先、販売の慧眼を持

った人が「工場中を滞貨の山にしても良いからコ

スト割れで売るな」と大号令を出しました。あと

でそれが全部はけるんですから立派だったと言う

ほかありません。

売れ行きは砂漠に水をまくがごとくで、ニク

ソンショック、オイルショックの大変厳しいとき

に、経営に貢献し解雇者を防ぐこともできました。

医薬やフィルム、炭素繊維にも投資できましたし、

内外の取引のある赤字会社も、そこを経由して販

売することで助けられました。東レのイメージを

高めて、先進国で成功を収めることもできました。

繊維業界全体を超極細繊維で活性化することがで

きたと思っています。ちょうど、昼間の松明は目

立ちませんが、闇夜のローソクは目立つという例

えでお分かりいただけると思います。

幅広い普及、用途拡大

その後の超極細繊維の幅広い普及と用途拡大

についても触れておきましょう。有名俳優を起用

したスーツ、カーシート、手袋、シューズ、ソ

ファー、航空機の内装など用途が拡大し、空前の

超極細繊維研究ラッシュと競争激化が起こりまし

た。それこそ本物より高価に売れた例なのではな

いかと思います。

また、繊維で先進国へ上陸した先駆例であり、

染色技術が高度化する契機にもなったと思いま

す。

いずれにしても自社・他社を含めていろいろ

な応用技術が進歩しました。様々なアイデア特許

も出しましたが、そのうちの 30 ％くらいが商品

として成立しました。皆さんがよくご存知のメガ

ネふきの「トレシー」もそのひとつです。発売当

時、メガネふきはメガネを買うとサービスで付い

てくるもの。何故これを東レが扱うのかと社内か

ら非難を受けましたが、正月の年賀会で大手新聞

記者や大会社の社長さんにこれを配ったところ、

日経新聞社の記者さんがあまりにもメガネがきれ

いになることに驚いて取材に来られました。翌日

の新聞に掲載されたとたん 120 社から問い合わせ

があり、取引が急拡大しました。その後も、女性

のあぶらとり、洗顔など、用途展開されていきま

した。

この他にも、イオン交換繊維やその応用であ

る敗血症モジュール、水処理フィルター、新合繊

のようなものに使われました。

その後、特許期間の満了とともに各社入り乱

れた競争激化が起こり、皆さんもよくご存じのよ

うに集中豪雨的な業界参入となりました。なぜ日

本では皆同じ所に集中参入して、市場をダメにし

てしまうのかと不思議に思います。



ビジネスにする力

イノベーションを行う力

私の研究開発が成功に至ったのは、物不足時

代から高度経済成長時代、そして高付加価値時代

へと時代が移り変わったことが奏功しています。

そのパラダイムシフトに伴って、世界に例のない

全く新しい超極細繊維研究ゆえ当然のごとく非難

が起こりました。

しかし、私の持論で言うと、発想がマーケッ

トから出る場合もありますし、いろんな事例があ

るけれども、商品としてものになるものは必ずと

いっていいほど途中でミニ・パラダイムシフトを

起こしています。

例えば、即席ラーメンはカップに入れただけ、

スタンド型浄水器を蛇口に取り付けただけで売れ

る、表側人工皮革をスエードに変えただけで売れ

る、録音再生機を聞く機能だけに変えたらウォー

クマンになる、ジャガード織機の紋紙を記録に変

えると CDに、アクリル繊維よりも焼いて炭素繊

維にする方が良い、繊維よりもフィルムにする方

が良い、ちり紙も昔は高かったが箱入れ型が圧倒

的に便利で売れている、ポリ袋も単なる袋ではな

くて取っ手のついたスーパーの袋にすれば良

い･･･不思議なことにちょっとすり替えるだけで

大ヒットしてしまうのです。

また、通常はニーズとシーズの重なったとこ

ろがものになると言われますが、それ以外にビジ

ネスにする力とイノベーションを実行する力が必

要で、これら４つの要素が重なった部分が上市で

きる商品となります。（下図）

そしてイノベーションを行うには、直観、創

造力、妨害を排除する力、勇気・忍耐・継続力、

手を差しのべる人、激励、新ビジネスの知識力、

人を納得させる説得力、内外からの協力、研究の

先見性を見抜いて担当者を信頼する慧眼を持った

リーダー･･･こういったものが必要です。

イノベーションモデルにも様々なモデルがあ

りますが、エクセーヌの場合は、第二事業部にお

ける研究初期段階から関係者が参加して進めてい

きました。すなわち、従来のリニアモデル（パイ

プラインモデル）のイノベーションでなくラウン

ドテーブルモデルのイノベーションをやれたこと

が成功の秘訣だったのかなと思います。ただしイ

ノベーションの手法は時々刻々と変化しています

から、その時々でより良いイノベーションの手法

を使える人や会社が世の中で成功を続けていくの

経営センサー　2009.4
4242

シーズ 

イノベーション力 

ニーズ・ 
ウオンツ 

ビジネス化力 

上市できる商品 

ニーズとシーズ＋ビジネスの視点

人材／人材育成の視点

出所：岡本作成（イノベーション力　追加）
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でしょう。

情報から知識を得、知識を知恵に変え、これ

を技能で具現化し事業化戦略に結びつけることが

重要です。

そして、何より肝心なのは組織のあり方、退

路を断った真剣組織の構築です。研究開発とその

商品化、商品の波及という一連の営みを考えると

き、結局問題は組織論に集約されていきます。所

掌の明確化、つまり担当の明確化、権限の明確化、

目的の明確化、波及効果の明確化、変更権限の明

確化・視覚化・共有化、記録の長期化・明確化、

情報の伝達化、組織の明確化、決裁の明確化、競

争の場・判断の明確化、こういったことに尽きま

す。

そして最終的には、評価ができるかどうかが

決め手になります。市場の読み、強みの認識、将

来の世界、攻めと守りなどですが、手法は刻々変

化しているのでより良い手法を使うことが求めら

れます。

本日はご清聴ありがとうございました。今日

のお話が皆さんの分野に少しでも活かされること

を願いつつ終わりとさせていただきます。

＜チーフディレクターより＞
今回の特別講演では、東レで超極細繊維を開発し、

一時期の東レを支えたスエード調人工皮革“エクセ
ーヌ”や高機能メガネ拭き“トレシー”などの開発
者として著名な岡本三宜先生（現在ＬＣＡ大学院大
学教授）から、研究開発者としてのご苦労や、新事
業を成功に導いた要因などについて伺いました。
第一次合成繊維不況の中で発想された超極細繊維

の開発過程で、岡本先生は苦境に立たされる場面が
何度もあったようですが、その中でもご自身の信念
に基づいた粘り強い研究開発を続けられ、それがや
がて爆発的ヒット商品の誕生とそれに続く多くの応
用商品を生み出して行く技術開発として評価される
ようになりました。
また、この粘り強い研究開発、商品開発を可能に

したのは、これを支えた経営者の慧眼や名伯楽の存
在が大きかったこと、そして肝心なのは組織のあり
方だとも述懐されています。
ＭＯＴ人材として期待される本研修の研修生は、

研究技術開発者、そして将来の経営者としての両方
の立場から、岡本先生の講演から多くのヒントを得
たのではないかと思います。これからの我が国の産
業界を担って行くであろう皆さんに、研究技術開発、
事業開発のヒントを少しでも伝えたいという開発者
としての岡本三宜先生の想いが伝わってくるご講演
でした。
岡本先生に、改めて感謝いたします。

（MOTチーフディレクター　宮木　宏尚）

『超極細繊維』の研究技術開発と事業開発における戦略的な意思決定とリーダーシップ




