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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

東レグループの地球環境への取り組みと
グリーンイノベーション事業の拡大

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『北陸産地の復活を目指して』を開催しました。当日は、筑波大学大学院シ
ステム情報工学研究科住田潮教授、スウィングバイ2020株式会社海野惠一代表取締役社長、東レ株式会社
岡研一郎常任理事の3人の講師にご講演いただきました。本号では、そのうち、岡研一郎常任理事の講演内容
をご紹介いたします。なお、住田潮教授、海野惠一代表取締役社長の講演内容については、弊社の経営情報誌『経
営センサー』にて別途ご紹介いたします。

東レ地球環境事業戦略推進室長の岡と申します。
本日は、まず地球環境問題とその原因に触れた後、
東レの地球環境への取り組み戦略について報告させ
ていただきます。そして、東レの地球環境政策とし
ての LCA（ライフサイクルアセスメント）思想の
重要性と、それに基づいた LCM（ライフサイクル

マネジメント）環境経営の有効性をご説明し、東レ
が開発した二つの環境評価ツール「CO2 削減貢献度」
と「T-E2A」についてご紹介します。その後に、
CO2 削減に貢献する東レの具体的製品とその定量的
効果に関するお話をしたいと思います。

最後に、LCM 環境経営に基づいた東レの新しい
事業拡大戦略であるグリーンイノベーション事業拡
大について触れさせていただきます。

1．地球環境問題への東レの取り組み戦略
地球環境問題について少しお話します。図表 1 を

ご覧下さい。まず第一は、地球温暖化問題です。地
球の平均気温はこの 100 年で 0.74 度上昇したと言
われています。真ん中に、CO2 濃度を示しています
が、過去数千年は 280ppm だったのが、この 200 年
で約 1.4 倍近い 380ppm に上昇しています。この 50
年は更に異常な上昇です。この CO2 濃度の上昇が
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図表 1　地球環境問題とは

出所：東レ㈱
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地球温暖化をもたらしていると 90％以上の確立で
断言できると世界の科学者は言っています。

その他の地球環境問題は、資源・化石エネルギー
の枯渇問題、水不足や食糧問題が極めて深刻です。

その全ての根元的な原因は、真ん中に示しました
ような地球上の人口の増加と経済発展だと考えてい
ます。1900 年初頭に 16 億人だった人口はこの 100
年間で 65 億人、なんと 4 倍に膨れ上がりました。
でも、地球の大きさは変わりません。

また、消費エネルギーは何とこの 100 年間で 20
倍以上になっています。即ち、地球環境問題は、人
口の増加と文明の進歩・経済発展の当然の帰結だと
の認識を持つことが重要です。

図表 2 をご覧下さい。地球環境問題解決の基本姿
勢は、経済成長と両立することと、地球規模で環境
負荷の低減、CO2 の削減ができることだと理解して
います。20 世紀の時代の人口増加、経済成長、豊
かな暮らしの結果、CO2 排出量が増加するのは必然
ですし、今後、成り行きに任せれば、地球規模で
CO2 が増加するのは必至です。それを解決するのは
科学技術です。科学技術に基づいて、製品や技術の

流れを見た、CO2 排出要因分析と収支をしっかり見
た、定量的な議論が必要になります。今後の進むべ
き道は、科学技術に基づいた CO2 削減に貢献する
新技術と新製品の開発と、ライフサイクルアセスメ
ント（LCA）思想の導入が重要だと考えています。

ご存知とは思いますが、LCA について改めて、
説明します。LCA とは、製品の地球環境に及ぼす
負荷を、製品の製造段階で排出する環境負荷物質量
だけで評価するのではなく、製品の素材・材料段階、
製造段階、その製品を社会で使用する段階、そして
廃棄の段階まで考えた、製品の一生涯のライフサイ
クルで排出される環境負荷物質の総量で評価する考
え方です。

図表 3 の棒グラフに示したように、各段階の排出
量の合計 A ＋ B ＋ C ＋ D で分析評価することを、
LCA と呼んでいます。

図表 4 は、ライフサイクル視点での CO2 排出量を
見たものです。左側は 2008 年度の CO2 排出量の部
門別内訳です。 主に製造段階で排出される CO2 が
全体の約 39％。主に使用段階で排出される CO2 が

図表 3　ライフサイクルアセスメント（LCA）とは

出所：東レ㈱

図表 2　地球環境問題の解決に向けて

出所：東レ㈱

図表 5　地球環境問題への東レの取り組み

出所：東レ㈱

図表 4　ライフサイクル視点でのCO2 排出量

出所：東レ㈱
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約 53％です。使用段階で排出される CO2 が多いの
が分かります。右のグラフに、既存技術の各段階別
CO2 排出量の例を示しました。例えば、ガソリン自
動車の場合、製造段階で 16％、使用段階で 83％です。

以下、航空機の場合と、海水を淡水化する現在の
主力技術である蒸発法の、LCA も示しましたが、
これらは共に圧倒的に使用段階での CO2 排出量が
多いことが分かります。すなわち、CO2 排出量削減
には、製造段階での CO2 削減と同時に使用段階で
の CO2 削減が極めて重要なことが分かります。

東レは、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実現に向け、エコを総合的に
とらえ、省資源・地球環境保護に先進的に取り組む
プロジェクト “エコチャレンジ” を推進しています

（図表 5 〜 8）。図表 5 が、プロジェクト “エコチャ
レンジ” の全体像ですが、企業として果たすべき環
境保全と製品を通じてお客様に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提供に大きく
2つに分けることができます。また、プロジェクト“エ

コチャレンジ” では、LCA を浸透させる LCM に
も取り組み、エコを科学的、定量的視点でとらえる
ことにも努めています。

ソリューションを提供する製品として、ライフサ
イクル全体において地球温暖化防止や環境負荷低減
に貢献する製品を環境配慮型製品と定義していま
す。LCA の考え方のもと、有機合成や、高分子、
バイオ、ナノテクなど、東レのコア技術を通じて、
ここに挙げた温暖化や、環境負荷の低減に貢献する
ことを目指しており、拡大を図っています。主な製
品としては、炭素繊維などの自動車、航空機用材料
や逆浸透膜などの製品が挙げられます。

図表 9 に 2 つの数値目標を示します。東レは、「製
品の製造過程における CO2 排出量の削減に努める
と共に、ライフサイクル全体における CO2 排出量
を削減し、持続可能な低炭素社会の実現に貢献する」
ことを基本方針にしています。そして、目標 1 とし
て、後で定義します、「CO2 削減貢献度」を、2007

図表 7　経済成長制約要因へのソリューション提供

出所：東レ㈱

図表 8　東レの地球環境に関する新スローガン

出所：東レ㈱

図表 9　　東レの地球環境問題に対する数値目標

出所：東レ㈱

図表 6　ソリューション提供−グリーンイノベーション事業−

出所：東レ㈱
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年度の 1.3 倍から、2020 年近傍までに 20 倍以上と
します。これは LCA 的に CO2 を 2 億トン以上削減
することを意味します。

二つ目の目標 2 は、環境配慮型製品の売上高を
2007 年度の 2,140 億円から 2020 年近傍には 1 兆円
以上とします。この 2 つの数値目標の実現に向け、
プロジェクト「エコチャレンジ」の技術開発と 明
確な地球環境に軸足を置いた事業戦略の下、東レグ
ループの総力を結集します。

LCA に基づく LCM 環境経営を説明します。
LCM とは、あらゆる産業活動や企業活動において、
製品や技術やサービスをそのライフサイクル全体の
視点で捉えて、環境負荷収支やコストを分析し、そ
の情報で事業戦略、経営戦略を構築する考え方です。
環境負荷の低減と、企業の、ひいては社会の持続的
成長の両立を目指す実現性の高い取り組みだと東レ
は認識しています（図表 10）。

図表 11 に東レの LCM の実践の考え方を示しま

す。まず、実態把握する手法が必要です。製品をラ
イフサイクルで、環境面の実態を把握する LCA と、
製品をライフサイクルで経済面の実態を把握する、
LCC（ライフサイクルコスト）がこれに当たります。

次に、東レの二つの環境評価ツールを紹介します
（図表 12）。LCA の環境負荷項目で CO2 に着目して、
「CO2 削減効果」を指標化して「CO2 削減貢献度」
を定義しました。この定義は次で詳しく述べます。

そして、LCA と LCC の両面から、すなわち、製
品を、環境面と経済面の両面から二次元的に評価で
きる「T − E2A」を開発しました。色々な製品や技
術を科学的かつ定量的に見える化し、「CO2 削減貢献
度」と「T − E2A」のデータを基に、事業判断や経
営判断を行う手法が東レの LCM 環境経営です。

それでは、東レ独自の環境評価指標、「CO2 削減
貢献度」の定義を説明します。図表13をご覧下さい。
左側の棒グラフは、東レの環境配慮型製品の LCA
の定性的イメージを示し、右側の棒グラフは、同じ
用途での従来製品の LCA の定性的イメージを示し

図表 10　�LCAに基づくLCM�（ライフサイクルマネジメント）環境経営

出所：東レ㈱

図表 12　�東レ独自の環境貢献指標「CO2削減貢献度」�（1）

出所：東レ㈱

図表 11　東レの LCM実践の考え方と環境評価ツール

出所：東レ㈱

図表 13　�東レ独自の環境貢献指標「CO2削減貢献度」�（2）

出所：東レ㈱
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ています。この右側の従来製品を左側の東レの製品
に置き換えた場合を想定しますと、置き換えによる、
ライフサイクルでの CO2 削減量は表の X の式で表
せます。 一方、東レ製品の排出量は、表の Y の式
で表せます。「CO2 削減貢献度」Z とは、表の下段
の数式で定義しました。「CO2 削減貢献度」は排出
する CO2 量に対し、LCA 的にどの程度 CO2 削減が
できるかを示した指標です。Zを大きくするために、
分母の Y を極少化し、分子の X を極大化する製品
開発が大切です。

次に、「T − E2A」を説明します。「T − E2A」
は LCA と同じ様に、製品のライフサイクル全体で
捉えた LCC も考えます。ある製品を、LCA に加え、
LCC も分析し実態把握します（図表 14）。

図表 15 に模式的に、製品 A、B、C の定性的エ
コ効率マップを示しました。お互いの製品の環境負
荷と経済性の定量的見える化が可能になります。対
角線より右上方に離れるものほど高エコ製品です。
なお、「T − E2A」ソフトの場合、縦軸の環境負荷

物質は約 800 種類用意しています。どの様な環境負
荷にも対応できます。

また図表 16 に 3 つの製品 A，B，C の、「T −
E2A」分析結果を定性的なエコ効率マップとして示
しました。横軸に製造コストや使用時のコスト、消
費者負担等を勘案した LCC をとります。右側に行
く程 LCC が安く、経済的負担が少ないことを意味
します。縦軸に LCA 的な環境負荷をプロットしま
す。上側にプロットされる程環境負荷が少ないこと
を意味します。

第一象限にある製品 A は、環境に優しく、経済
性も優れた製品で、エコ効率の高い製品です。製品
B は環境には優しいが高コストな製品、製品 C は
環境にも経済性も悪い製品と位置付けされます。製
品 B や製品 C は第 1 象限に向かった改善が必要に
なります。この様にライフサイクル視点での環境負
荷と経済性の 2 元マップ化で、その製品の位置付け
を定量的に見える化できます。

図表 18 に、各事業部門で LCA 分析を実施した

図表 15　T−E2A：エコ効率マップ→定量化見える化

出所：東レ㈱

図表 17　全社 LCA分析実行体制

出所：東レ㈱

図表 16　T−E2A�：�エコ効率マップ

出所：東レ㈱

図表 14　�「T−E2A」とは（TORAY　Eco-Efficiency�Analysis）

出所：東レ㈱
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対象品種の一例を示します。例えば、樹脂分野では
ABS 樹脂の PLA アロイの分析で、バイオマスの効
果を定量化したり、フィルム分野では太陽電池を取
り上げ、当社が事業化しているバックシートの寄与
を分析したりしました。また、炭素繊維複合材料は
航空機や自動車に適用した時の軽量化による燃費向
上の効果を定量化しました。水処理分野は RO 膜に
よる海水淡水化効果を調べました。これらの事例の
一部を後で紹介させていただきます。

図表 20 は研究開発の目標設定に「T − E2A」を
活用した事例です。東レは省エネ住宅用の各種素材
を開発していますが、ここに新しい熱交換素子の例
を示します。右の図がエコ効率マップです。まず、
熱交換素子の無いケースと市販されている熱交換素
子を分析し、定量的に実態把握します。環境負荷と
LCC が両立する競争力ある熱交換素子の検討結果
を右上のプロットで示しました。このプロットが熱
交換効率 90％の値です。研究開発として 90％以上
が達成できるかどうかが大きなポイントになりま
す。

2．LCA視点でCO2削減に貢献する素材の具体例
図表 22 で、東レ製品の具体的事例の一部を紹介

します。まず、炭素繊維です。炭素繊維は鉄に対し
て、比重は 1 ／ 4、比強度が 10 倍、比弾性率が 7
倍で、更に錆びないという材料固有の特性から、こ
の図のように①軽量化による環境負荷の低減、②風
車や原子力用部材としてクリーンエネルギー製造
に、③圧縮天然ガス等の代替燃料システムや燃料電
池用部材等々に適用されています。しかも、炭素繊

図表 19　T−E2Aの特徴と出来る事

出所：東レ㈱

図表22　地球温暖化解決に貢献する炭素繊維

出所：東レ㈱

図表 18　LCA分析対象製品の具体例

出所：東レ㈱

図表 20　「T−E2A」の事例紹介：研究・開発目標の設定�

出所：東レ㈱

図表21　�「CO2削減貢献度」、「T−E2A」によるLCMの推進

出所：東レ㈱
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維は現在日本の 3 社で世界シェアの 70％以上を占
めており、現在、日本の競争力ある素材の一つです。

炭素繊維協会が、まず、航空機に炭素繊維を利用
した場合の LCA 視点での CO2 削減効果を試算しま
した。現在、ボーイング 787 は機体構造の 50％を
炭素繊維 CFRP 化する設計になっていますが、こ
のモデルを、仮に代表的なジェット旅客機ボーイン
グ 767 に適用した場合で試算しました。この設計に
より従来機に対して、機体構造を 20％軽量化する
ことが可能となります（図表 23）。

図表 24 で 20％軽量化された場合の CO2 削減量
と CO2 削減貢献度を試算し、従来航空機と CFRP
航空機の LCA を比較して示しました。CFRP 航空
機は、原材料／製造段階での CO2 発生量は多くな
るものの、軽量化に伴い組み立て段階と使用段階の
燃費向上により大幅に CO2 は削減されます。航空
機のライフサイクルを 10 年と仮定すれば、一機当
たり、10 年間で 27,000 トンの削減効果になります。
世界で飛行中の 100 席以上ある旅客用ジェット飛行

機が、15,000 台あると言われていますが、仮に、
この CFRP 航空機に置き換わりますと、一年間で
4,100 万トンの CO2 削減になります。この CO2 削減
貢献度を試算してみますと、航空機一機当たり、炭
素繊維を 20 トン使用しますので、炭素繊維 1 トン
当たりの航空機による 10 年ライフサイクルでの削
減量は、約 1,400 トンになります。一方、炭素繊維
1 トン製造するのに約 20 トンの CO2 を排出します
ので、従って、CO2 削減貢献度は 70 になります。
すなわち、炭素繊維 1 トンを製造する時には 20 ト
ンもの CO2 を排出しますが、航空機に適用した場合、
LCA 的にその 70 倍もの CO2 を削減している事に
なります（図表 24）。

次に図表 25 で炭素繊維の風力発電への適用例を
示します。左のグラフに示しました様に、風力発電
は、特に 2.5MW 以上の超大型風力発電の拡大が期
待されています。しかしながら、風車の大型化はブ
レード長を長くすることを意味し、従来材料のガラ
ス繊維ではブレードのタワミ量が増大し、風車を支
える支柱に衝突する危険性が増大します。炭素繊維
を使ったブレードですと、ガラス繊維に比較してタ

図表 24　CO2 削減量と「CO2 削減貢献度」

出所：東レ㈱

図表 25　ライフサイクル全体でCO2 排出削減に貢献

出所：東レ㈱

図表 23　ライフサイクル全体でCO2 排出削減に貢献

出所：東レ㈱
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ワミ量は約 70％も軽減され、50 メートルクラスの
ブレード長でも支柱への衝突を防ぐことができま
す。しかも重量も約 30％軽量化しますので、軽量
化により軸受けや支柱の負担が軽減するためトータ
ルコストも低下します。従来材料のガラス繊維だと
実現可能性の低い超大型風車も炭素繊維の適用によ
り可能になります。

図表 26 で CFRP 適用の風力発電の CO2 削減貢
献度を試算します。比較対象は火力発電を想定し、
その kWh 当たりの火力発電の LCA と風力発電の
LCA を示しました。発電時の CO2 排出量の差異に
より、風力発電の、LCA 視点での CO2 排出量は極
めて少なくなります。火力発電対比風力発電は、
1kWh 当たり、855 グラムの CO2 削減効果がありま
す。3MW クラスの風力発電を考えますと、その実
効発電量を 1MW とし、ライフサイクルを 20 年と
した場合、一基当たり、15 万トンの CO2 削減が期
待されます。一基当たり炭素繊維は約 3 トン使用さ
れると仮定すると、炭素繊維 1 トン当たりの CO2

削減量は 5 万トンになり、CO2 削減貢献度は実に、

2,500 倍にもなります。

また、東レは、様々な水処理用分離膜を開発・展
開しています。水処理用分離膜は、除去対象物質の
大きさによって、RO から MF まで孔径の違う 4 つの
膜を使い分けますが、東レは RO 膜、NF 膜、UF 膜、
MF 膜全ての膜を自社開発し、販売展開している世界
唯一の膜メーカーです（図表 27）。

最後に、海水を淡水化する RO 膜技術の例を紹介
します。海水を淡水化するための現在の主力技術は
蒸発法です。図表 28 に蒸発法 LCA と RO 膜の
LCA を比較して示しました。RO 膜法は使用段階の
圧倒的な CO2 排出量の少なさにより、蒸発法より
LCA 的に 283 トンもの CO2 削減効果があります。
RO 膜エレメントの CO2 削減貢献度は約 1,700 倍と
大きな数字になります。

図表 29、30 は LCA 視点での CO2 削減に貢献す
る素材の具体例である「ヒートテック」の事例、図

図表 26　CFRP適用風力発電の「CO2 削減貢献度」

出所：東レ㈱

図表 27　水処理膜の種類：東レは全ての膜を世界展開

出所：東レ㈱

図表 28　�RO膜エレメントによる海水淡水化の「CO2 削減貢献度」

出所：東レ㈱

図表 29　「ヒートテック」のCO2 削減効果の検証

出所：東レ㈱
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表 31 は「リサイクル繊維」の CO2 削減効果の検証
を表したものです。

現在、当社の光反応では図表 32 の左側にあるよ
うな、高圧ナトリウムランプを用いております。長
さが約 3m あるランプで、波長は左の上の図にある
とおり、400nm から 700nm で幅広く、反応に寄与
する有効波長域を超えた領域の波長の光も発してお

ります。それに対し LED では求める波長に対応し
たダイオードを選定することによって有効波長域の
光を得ることが可能であり、それが縦軸にある反応
の寄与率向上につながります。一方、急速に進歩し
ている LED の発光効率の向上によって、今後も投
入電力に対する光の変換率が向上することが期待で
きます。この両方の効率向上が反応における電力使
用量削減になり、環境負荷低減が可能になります。

図表 34　環境・資源・エネルギー新時代の始まり

出所：東レ㈱

図表 35　繊維産業の進むべき方向�（1）

出所：東レ㈱

図表 33　LCA的にCO2 削減に貢献する素材例

出所：東レ㈱

図表 32　省エネプロセス開発：PNC法ラクタムの更なる省エネ

出所：東レ㈱

図表 31　「リサイクル繊維」のCO2 削減効果の検証

出所：東レ㈱

図表 30　室内暖房温度 1℃低減のT−E2A分析

出所：東レ㈱
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3．グリーンイノベーション事業拡大戦略
今や、環境・資源・エネルギーの新しい時代を迎

えようとしています。20 世紀の時代の化石資源を
ベースとした多消費型社会は化学技術や産業の飛躍
的発展をもたらしましたが、いよいよ世界の共通の
財産である地球は悲鳴を上げています。21 世紀は
非化石資源と再生可能エネルギーをベースとした低
炭素社会、新しい持続成長社会の実現に大きく舵を
取る時代がまさに到来しています。

このような大きな環境変化を迎えている現在、当
社は、繊維産業の向かうべき方向性として「環境分
野へのコミット」が繊維産業復興へのキーワードの
1 つと考えております。図表 36 の左上にあります
ように世界の繊維需要はむしろ伸びており、この背
景には BRICs を中心に購買力の高い層の増大が挙
げられます。海外の需要、特に今後大きく伸びると
予想されるアジアの需要を取り込むことにより繊維
産業はまだまだ拡大・発展のチャンスがあるといえ
ます。また地球環境問題はじめ、安全、安心への関

心が高まるなか、人々の価値観（何に対してお金を
払うか、払ってもよいのか）の多様化が進むと予想
されています。ここでは、日本の繊維産業が持つ多
彩な技術・感性や少量生産体制が強みとなるチャン
ス、と私どもは捉えています。

ここ北陸地方は、近代産業の草分けとして蓄積さ
れた、優れた織り、編み、染色加工などの技術があ
り、このような強みを、環境・資源・エネルギーの
新しい時代に活かすことで、産業として大きく発展
するポテンシャルを有しているといえます。図表
36 の右は北陸繊維企業の事業展開を整理したもの
ですが、産地の強みを活かす形で、すでに環境に貢
献する製品が数多く生み出されています。

図表 37 ではソリューションごとの具体的テーマ
を挙げました。ナノファイバー、炭素繊維、PPS
等の高機能繊維は無論、PET、ナイロン、PP 等の
基幹素材も充分に応用できる分野であることをご理
解いただけると思います。

このような市場展望を踏まえ、当社においても、
特に新エネルギー分野向けの売上高を拡大していき
ます。先ほどお話ししました通り、長期的には
2020 年近傍で環境配慮型製品売上高を 1 兆円以上
とすることを目標としていますが、この目標を過達
するためにも、太陽電池、Li イオン電池、燃料電
池など新エネルギー関連事業の拡大が必須と考えて
おり、具体的には、1 兆円の 3 割超をこの分野で占
める目標としています。今回創設する「E ＆ E セ
ンター」は「新エネルギー」分野への強い経営意志
表明でもあり、当社の「グリーンイノベーション」
を加速する仕掛けの第一弾です。

図表 36　繊維産業の進むべき方向�（2）

出所：東レ㈱

図表 37　繊維分野：環境分野へのソリューション提供

出所：東レ㈱

図表 38　長期経営ビジョンと中期経営課題

出所：東レ㈱
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図表 40、41 は東レの事業部別のグリーンイノベー
ション事業の内訳と繊維事業の役割を示したもの
と、繊維事業の環境貢献区分別の内訳です。

まず、東レの自動車用部品、素材への取り組みと
して、6 つのテーマを示します。第一は、今までお
話しした炭素繊維や高機能エンプラを主力とする軽
量化材料です。今後、自動車産業の発展は CO2 排出

量削減と両立する必要があります。車体の軽量化は
必須要素技術です。次に、高耐熱フィルムや高機能
フィルム等を適用した次世代パワートレイン用材料
です。また、自動車ボディの塗装レスを狙ったフィ
ルム加飾技術や車外内装用の非石油由来バイオマス
材料、そしてカーエレクトロニクス用材料等があり
ます（図表 42）。

図表 44 は、欧州再生可能エネルギー委員会が「再

図表 42　自動車用部品・素材への東レの取り組み

出所：東レ㈱

図表 43　次世代自動車関連材料・技術

出所：東レ㈱

図表 44　再生可能エネルギー源の推移

出所：東レ㈱

図表 40　�事業部別内訳と繊維事業の役割

出所：東レ㈱

図表 41　繊維事業の環境貢献区分別内訳

出所：東レ㈱

図表 39　グリーンイノベーション（GR）事業拡大

出所：東レ㈱
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生可能エネルギーの 2040 年までのシナリオ」にま
とめた世界の再生可能エネルギーの今後の推移予測
です。2020 年段階までをみても、電力全体の 19％
から 34％に拡大が予測されています。拡大幅の大
きな風力発電、太陽光発電に着目して取り組んでい
きます。

図表 45 に示す通り、当社のフィルム、樹脂製品
は太陽電池において広く使用されている、または今
後使用されるポテンシャルを有しております。さら
に、周辺部材に限らず、東レエンジニアリングでは
太陽電池製造装置の提供に取り組んでおります。こ
の中で、当社の太陽電池モジュール向け代表製品で
あるバックシートについて詳しくご説明致します。

リチウムイオン電池は図表 46 の通り主要な 4 つ
の部材で構成されます。主要 4 部材の中で、東レは
東燃ゼネラルに出資し、東レ東燃機能膜合同会社を
設立し、セパレータ事業に参入しました。また、正
極材料として低コストプロセスのナノ正極材料や高

性能シリコーン系活物質及び高性能導電助剤やポリ
イミド系バインダーの開発を推進しています。更に、
周辺技術として、筐体用材料、断熱材等の開発を通
して、大型リチウムイオン電池の量産化に貢献して
います。また、東レエンジニアリングの電池製造設
備や高度な電池分析技術を保有している東レリサー
チセンター等の有力な東レ関係会社もあります。東
レは東レグループの総力を結集して、リチウムイオ
ン電池事業に総合的に参入します。

次は燃料電池用部材です。燃料電池は家庭用及び
産業用の定置用途市場は既に立ち上がり、未だ不透
明ではありますが、究極の電気自動車として世界中
の自動車メーカーが研究開発を継続的に実施してい
ます。東レは燃料電池用部材として、電極機材用カー
ボンペーパーや水素タンク用炭素繊維で圧倒的な
シェアを有しています。更に、競争力ある炭化水素
系の電解質膜も開発しています。東レは、リチウム
イオン電池同様、燃料電池事業へも総合的に参入し
ています（図表 47）。

図表 48 は、スマートグリッドへ対応する東レグ

図表 45　東レグループの太陽電池への取り組み

出所：東レ㈱

図表 46　東レグループのリチウムイオンへの取り組み

出所：東レ㈱

図表 47　燃料電池材料への取り組み

出所：東レ㈱

図表 48　スマートコミュニティで貢献する東レの素材・技術

出所：東レ㈱
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ループの技術群です。今までお話ししてきました風
力発電、太陽電池、燃料電池、リチウムイオン電池
や電気自動車や省エネ住宅用材料のみならず電力平
滑や変動抑制及びノイズカット用フィルムコンデン
サー、更に低抵抗送電線等にも東レ技術が活かされ
ます。

最後に東レのバイオマス技術についてご紹介しま
す。21 世紀は早い時期に石油資源がピークアウト
し、太陽光発電のような新エネルギーやバイオマス
原料に頼らざるを得ない時代に突入すると考えてい
ます。バイオマス原料は、そのライフサイクルの中
で二酸化炭素の排出抑制に大きく貢献できる原料で
す。ポリマー材料も現在の化石原料系からバイオマ

図表 52　世界初バイオマス本格搭載車の実現

出所：東レ㈱

図表 51　生分解性ポリマー：ポリ乳酸（PLA）

出所：東レ㈱

図表 54　�地球環境問題の解決に向けた東レのＬＣＭ環境経営

出所：東レ㈱

図表 49　バイオマス原料時代の到来

出所：東レ㈱

図表 53　グリーンイノベーション事業の数値目標の達成

出所：東レ㈱

図表 50　東レGの取り組み�：�バイオマス環境資材開発

出所：東レ㈱
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ス系に転換させていかねばならない時代が到来して
きました。東レもその開発を積極的に進めておりま
す（図表 49、50）。

東レは、「ポリ乳酸」を繊維・フィルム・樹脂の
用途に展開しています。ただし、現状のポリ乳酸は
材料としての性能や価格面で改良が必要であり、東
レがこれまで培ってきた高強度化技術、ナノアロイ
技術、柔軟化技術、難燃化技術などを適用すること
で高性能化を図っています。高性能ポリ乳酸により、
事業拡大を推進します（図表 51、52）。

4．まとめ
図表 53 のグラフは東レの主要製品での、LCA 的

視点での CO2 削減量の実績と今後のポテンシャル
を示しました。2007 年度は 1,620 万トン、2008 年
度は 2,010 万トンの実績になりました。2020 年近
傍では、東レの販売予測量から概算すると、約 2 億
トン以上の削減効果が期待できます。

図表 54 上部は、LCA、LCM、環境評価ツール「CO2

削減貢献度」と「T − E2A」について、まとめて
います。また、中段で LCA 的に CO2 削減に貢献す
る製品や産業を日本国内で育成拡大し、広く世界に

発信することが日本の国際競争力の強化と地球規模
での CO2 削減に貢献することを言っています。そ
れに対し、「排出枠割当と取引制度」は、国内産業
の空洞化を助長し、地球規模では CO2 を増加させ
る懸念が大きい事、「科学技術立国」日本は、環境
技術開発によって地球環境改善への貢献度を高める
べきであることをメッセージして、私の話を終わら
せていただきます。

ご清聴ありがとうございました。


