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東レの自動車材料への取組み

東レの自動車材料戦略推進室長 石野です。本
日は「東レの自動車材料への取組み －クルマは素
材で進化する－」についてお話しします。冒頭に、
東レグループの概要について簡単にお話しし、そ
のあと自動車市場の現在、当社の同市場への取組
みスタンス等についてご紹介し、さらにそのうちの
4 つの切り口からの提案についてご説明します。

1．東レグループ概要
当社の事業は、1926年のレーヨンの製造から始ま

り、有機合成化学、高分子化学、バイオテクノロジー
という3 つのコア技術をベースに、更にその技術横
断的なナノテクノロジーを駆使して、製品群として
合成繊維、樹脂・フィルムを生み出し、その後、高
機能材料として電子情報材料、医薬・医療材料、
炭素繊維複合材料、水処理分離膜などまで拡大し
ており、先端材料で世界一を目指しています。これ
らの先端材料創出においても、図表1 の右下にある
コア技術がベースであり、自分たちの得意とする
技術から大きく離れないというのが特徴となって
います。

特別レポート

去る 3月3日に、金沢市のホテル日航金沢において、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、専修大学経営学部
三宅秀道准教授、株式会社三越伊勢丹大西洋代表取締役社長（講演当時）、東レ株式会社石野裕喜夫理事の 3人
の講師にご講演いただきました。本号では、そのうち、石野理事の講演内容をご紹介します。なお、大西社長
のご講演内容については、本誌『繊維トレンド』7・8 月号で、三宅准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』5月号でご紹介します。

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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石野 裕喜夫（いしの ゆきお）氏
1980年中央大学経済学部卒業、電気化学工業株式会社（現
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推進室長。2015年から現職。 図表1　東レの事業変遷と 21世紀への飛躍

出所：東レ（株）
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この技術体系を一覧にしたのが図表2 です。コ
ア技術としての高分子化学、有機合成化学、バイ
オテクノロジーから種々の技術を経て、また、場
合によってはナノテクノロジーを応用して、右側の
製品群が生み出されるということを示しています。
例えば高分子化学をベースにしまして、その高分
子の設計をさらにやり直して、繊維技術から極細
繊維技術を経て人工皮革製品、ウルトラスエード
が生み出されるといったように、根幹の部分はや
はりコア技術から出てきています。

この技術体系を全般的に包括するセクションと
して技術センターが組織されていまして、研究技
術開発が分断されずに、融合的な研究ができる東
レの底力につながっているといえます。

2．グローバル自動車市場
ここから、自動車についてお話しします。まず、

自動車のグローバル市場を見ますと、世界の生産
台数は、2000年には 5,642万台でしたが、2015年
で 8,874万台まで伸びてきました。2020年には 1
億台を超えると想定されていますが、中国の伸び
が非常に大きく、すでに現在2,000万台を超え、さ
らに 3,000万台に近い生産台数になると予想され
ています。一方、日本の生産台数は、1990年代の
初頭、1,350万台を記録していましたが、現在国内
では 800万台強しか生産されていません。ただし、
日系メーカーの生産台数は2015年で2,699万台と、

海外生産が進んでおり、日系の自動車は今や日本
国内よりも海外生産が多いことが分かります。

2015年の主要地域別生産台数実績では、中国
が 2,368万台で、一番大きな市場であると同時に、
生産台数も多いことがいえます。北米が1,750万台、
西欧が 1,421万台、日本は 878万台です。また、
韓国が 449万台、インドが 403万台、ASEAN が
378万台、これらを合計しますと、先述の 8,800万
台強になります。

なお、日本では日本メーカーの日本車しか生産
されておらず、同様に韓国も韓国メーカーしか自
動車を生産していません。自国の自動車メーカー
の生産のみという非常に特徴的な市場構成になっ
ています。

続いて、これからの自動車には、どんな技術が
求められてくるのか、どういったニーズが高まって
くるのかという点をお話しします。

まず軽量化です。環境面からの燃費の規制や排
気ガスの規制をクリアしていくためには、自動車は
軽くしなければなりません。ところが快適な装置を
付ける、例えばパワーステアリングやパワーウイン
ドーなどを付けますとどんどん重くなります。そう
いった相反する状況でも、自動車を軽くしていく
ためには、ヨーロッパで始まったアルミやカーボン
ファイバー、ハイテンションスチールなどを応用し
た、マルチマテリアル化が進んでいくと見られて
います。

図表2　東レの技術体系と製品群

出所：東レ（株）

図表3　これからの自動車材料・技術の動向

出所：東レ（株）
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それから電動化です。今までのようなガソリン
エンジン、ディーゼルエンジンからパワートレイン
を換えて、電気自動車や燃料電池車、あるいはそ
のハイブリッドなどが次第に増えていくだろうと予
想しています。

次に安全性です。運転支援システムの付いた自
動車がすでに販売されており、今後はさらなる自
動運転化を目指していろいろな安全設備を備えて
いく必要があります。

同時に、自動運転化が進めば、ドライバーが運転
そのものに集中する時間が減り、これまで以上に車
内での快適性が求められるだろうということで、意
匠面や、内装の美しさといった分野への需要が高ま
るのではないかと考えています。

3．東レグループの主な自動車素材・技術と
自動車材料戦略推進室

それでは次に東レグループの主な自動車素材・
技術について解説し、私の所属する自動車材料戦
略推進室の役割機能をご説明します。

主な素材・技術として、まず繊維ではエアバッ
グ用繊維、シートベルト用繊維、タイヤコード、シー
ト用ファブリック等があります。樹脂では ABS樹
脂や、主にエンジンの周りの耐熱部品などに使わ
れるナイロン樹脂、あるいは内装用にオレフィン系
発泡シートなどを供給しています。炭素繊維複合
材料では、すでに実用化しているものとしてボン

ネットや、ルーフ、プロペラシャフト、スポイラー
などがあります。また、フィルムでは電気系の自動
車増加に伴い、フィルムコンデンサーやモーターの
絶縁体、あるいは先述の内装加飾用フィルムといっ
たものも増えてきています。それから電子情報材
料では、電子化の進行で液晶画面用のカラーフィ
ルター、光ファイバ、ポリイミドのフィルム等に注
力しています。ただ、これらを単に素材としてお
客様に「どうですか」と見せてもそれだけではな
かなか採用してもらえませんので、使い方のサポー
トや提案などが必要となります。そういった製品設
計支援・加工技術や設備も含めて、東レリサーチ
センターや東レエンジニアリングと協力しながら、
お客様にどう使っていただくのかまで具体的に
つっこんだ内容で提案するという売り方をしてい
ます。

その先兵となっているのが自動車材料戦略推進
室です。先述の通り、繊維、樹脂、炭素繊維、フィ
ルム、電子情報材料といったいろいろな製品を個
別にお客様である自動車メーカーに持ち込むので
はなく、マーケティング企画室や経営企画室あるい
は技術サイド、関係会社とも連携したうえで、自動
車材料戦略推進室が東レグループの代表窓口とし
てお客様と直接やり取りをするという仕組みを作っ
ています。2006年1月の設立から、10年以上経っ
ていますが、このワンストップサービスで自動車メー
カーとビジネスをする流れができています。時には、

図表4　東レグループの主な自動車素材・技術

出所：東レ（株）

図表5　自動車材料戦略推進室について

出所：東レ（株）
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体育館1 つを会場として借りきって展示会を開催
し、朝8時から夕方5時まで、自動車メーカーの設
計担当の方々1,500人余りにご来場いただいたこと
もあります。そういったところから新しいテーマが
上がってきて、そこからさらに展開するというよう
なことを行っています。

自動車材料戦略推進室は社長直轄組織で、専任
者は 5人です。また、繊維・樹脂・フィルム等の
分野と、技術センターから兼任者を集め、技術サ
イドと事業本部とが一体となって動くことを目的と
した会議を 3カ月に 1度行い、情報を共有化して自
動車メーカーへの提案につなげる、同時に、自動
車メーカーの情報を各ラインの事業本部に落として
いくということをしています。

4．プロジェクトAP-G2019と
GRプロジェクト

次に、当社のプロジェクトAP-G2019 と GRプロ
ジェクトの自動車に関係する部分をお話しします。

3 つの基本戦略の中で、成長分野での事業拡大
ということでグリーンイノベーション事業の拡大が
挙げられていますが、この中で自動車用の樹脂、
リチウムイオン・バッテリーのセパレータ等の既存
事業大型テーマの事業をさらに拡大する、また、
環境配慮型自動車の普及に対応するという大きな
課題を挙げています。さらに、グローバルな事業

拡大ということでエアバッグ、PPS樹脂、リチウ
ムイオン・バッテリーセパレータ、炭素繊維等を世
界各国でグローバルに拡販するという課題を挙げ
ています。

この成長エンジンとしての A ＆ Aセンターとい
うのが、自動車材料戦略推進室に並ぶ、2 つめの
仕掛けです。A ＆ Aセンターは、Automotive & 
Aircraft Center の略で、樹脂応用開発センター、
オートモーティブセンター、アドバンスドコンポジッ
トセンターという3つの組織からなります。このA＆
Aセンターが自動車材料戦略推進室と企画連携し
て、表裏一体となって自動車メーカー、あるいは
自動車部品メーカーを攻略するという狙いを持っ
ています。構造体用の素材、外板・内外装用素材
あるいはカーエレクトロニクス部材等々を主なテー
マとして追いかけています。

図表6　東レグループ新中期経営課題
“プロジェクトAP-G 2019”

出所：東レ（株）

図表7　成長エンジンとしてのＡ＆Ａセンター

出所：東レ（株）
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5．A＆Aセンター概要
この A＆ Aセンターをもう少し詳しくご紹介しま

す。最初に樹脂応用開発センター、次にオートモー
ティブセンター、最後にアドバンスドコンポジット
センターが設立され、3 つは全て名古屋事業場に
隣接しています。樹脂応用開発センターはその名
の通り主にエンプラ材料の開発、エンプラの成形
加工技術の開発を行っています。オートモーティ
ブセンターはソリューション提案、プロジェクトマ
ネジメント、要素技術の開発等々を行っています。
アドバンスドコンポジットセンターは、炭素繊維複
合材料の成形品開発や成形加工技術を中心に行っ
ており、この 3 つのセンターが有機的に連携して
相互補完しながら技術開発を行い、さらに東レグ
ループ内の各分野の研究所、開発センター、技術部、
関係会社と連携してお客様へのソリューション提
案を行うということを進めています。

オートモーティブセンターの運営コンセプトと機
能を紹介します。先述の通り、自動車メーカーと
のビジネスでは、初期の設計や、構想の段階から
お客様と共同開発をして、スペックの探索や材料・
部品の検討、部品のモジュール評価等を行います。
その際は、オートモーティブセンターが技術サイド
の窓口になり、アドバンスドコンポジットセンター
や樹脂応用開発センター、各研究所、技術部等々
と連携を取りながら、共同開発機能、技術開発機能、
情報発信機能の 3 つを果たしています。

続いて、オートモーティブセンターの活動実績を
紹介します。図表10左上の自動車は、当社が開発し
た次世代型のEV（電気自動車）コンセプトカーです。
TEEWAVE®AR1（Toray Eco Efficient WAVE 
Advanced Roadster 1）と称しまして、東レグルー
プが取組む自動車用途向けのグリーンイノベー
ション戦略を体現するフラッグシップとしていま
す。右上の CFRP（Carbon Fiber Reinforced 
Plastics：炭素繊維強化プラスチック）の量産部品
への適用拡大では、自動車の屋根の部分他、いろ
いろ採用が広がっています。また、左下は PPS樹
脂ですが、自動車の電動化に伴い、封止が必要な
箇所が生まれます。実際に日産リーフのモーター
の封止用部品などに PPS樹脂を使っています。こ
れを作るにあたって、CAE（Computer Aided 
Engineering）解析で、最適な形状や使用方法等を
同時に提案できたことが、この部品の採用に至っ
た一番の要因です。それから右側のダイムラーの

図表8　Ａ＆Ａセンター　各組織の機能と役割

出所：東レ（株）

図表9　オートモーティブセンターの
運営コンセプトと機能

出所：東レ（株）

図表10　オートモーティブセンター　活動実績

出所：東レ（株）
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AMG に採用になったトランクリッドの部品は、基
材を配置して樹脂を注入し、固めて脱型するとい
うハイサイクルRTM（Resin Transfer Molding）
技術を確立してダイムラー社へ供給しています。

さて、先ほどご紹介した AR1 ですが、図表11
に示す通り、当社の先端素材を全てに採用してい
ます。まずボンネットフード、ハッチが熱可塑
CFRP、モノコック、クラッシュボックスが CFRP。
これはスチールに比べて衝撃吸収能力が 3倍ほど
あります。それからフィルムやダッシュパネル、オ
プションマットなど、東レの持つ先端素材を総合し
て製作しました。設計は、イギリスのレーシングカー
デザイナーにお願いしました。車体重量は 846kg、
そのうち電池重量が 220kg と、軽自動車よりはる
かに軽い重量に仕上がっています。

TEEWAVE®AC1、これは 2016年10月に東京で
開催した東レ先端材料展に向けて製作したデモ
カーで、走行はできません。昨今の、Lightweight、
Powertrain、Comfort、Safety という4 つのニー
ズの高まりに対応するべく、それぞれ Lightweight
のために使える東レの素材、炭素繊維、高機能エ
ンプラ、あるいは Powertrain として高耐熱フィル
ム、電池のセパレータ、絶縁樹脂、それから
Comfort として内装用のウルトラスエード、高機能
フィルム、さらに Safety としてエアバッグ、ある
いはセンサー、こういったものをいろいろ提案すべ
く、この車に搭載しています。

6．4つの切り口からの提案
①Lightweight

続いて、Lightweight、Powertrain、Comfort、
Safety の、4 つの切り口からの提案について、そ
れぞれ詳しく見ていきます。Lightweight に適し
た素材としては、炭素繊維が話題で、自動車へ
の普及が進むだろうといわれています。炭素繊
維はご存じの通り繊維ですので、クロスにしたり
プリプレグにしたり、あるいはチョップドにした
りと、それぞれの成形法、製品に合わせた形で
利用されています。図表13 のように自動車の中
に入っている水素タンクなどの場合は、樹脂で内
側の成形品を作り、その周りにフィラメントワイ
ンディングという方法で、炭素繊維をぐるぐる巻
きにして強度を加えます。また、自動車の屋根の
ような場合はやはり RTM とかプルトリュージョ
ンと呼ばれる引き抜き成形で製造します。それか

図表11　TEEWAVE Ⓡ AR1　適用先端材料・技術

出所：東レ（株）

図表12　TEEWAVEⓇ AC1 での提案

出所：東レ（株）

図表13　【Lightweight】炭素繊維からコンポジット製品へ

出所：東レ（株）
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らもっと減圧して加熱するというオートクレーブ
法では、がちがちに焼き固めたような状態になり
ますが、これは航空機等に使われます。また、ゴ
ルフシャフトなどはシートの形で巻きつけるシー
トワインディングで作られています。コンパウン
ドは、チョップドしたものをナイロン樹脂などに
含浸させ、それを射出成形しますが、パソコンの
筐体などに用途が広がっています。

この軽量化では、具体例としてトヨタの燃料電
池車MIRAI に採用された炭素繊維材料の部品が
3 つあります。1 つめが、高圧水素タンクで、タイ
プ3 と呼ばれる内側が樹脂でできているタイプで
す。ホンダのクラリティは内側がアルミで外側を
カーボンファイバーで巻いていますが、これはタン
クにカーボンファイバーを巻きつけるというやり方
で強度を出しています。2 つめが、燃料電池の重
要な部品であるスタックを、下から支えるスタック
フレームです。これには熱可塑CFRP が使われて
おり、世界初の採用事例です。3 つめに、燃料電
池本体の電極基材として、カーボンペーパーが使
われました。この 3 つが今、MIRAI に採用されて
います。

軽量化では、炭素繊維の使われ方にも変化が生
じています。これまでの部品そのものを炭素繊維
で作るという考え方から、強度を補う、剛性を補
うという補強・補剛材としての採用に変わりつつ
あり、価格の高い炭素繊維の使用量を減らして、
機能を活かすという手法が具体化しています。図
表14 の左側にありますが、BMW が 2015年末に
発売した現行の 7Series では、鉄板を薄くしてカー
ボンファイバーの基材を貼り付けるというやり方で
強度を保証しています。アルミや鉄、CFRP のマ
ルチマテリアルです。先述の MIRAI やクラリティ
は、生産台数が少ないのですが、BMW の 7Series
は 5万台以上生産されますので、量産車にカーボ
ンファイバーが採用されたのはこれが初めてとなり
ます。

同様に右側は AUDI の R8 です。これも 2015年

発売で、こちらはアルミ自体を鋳造、押し出し、
板金と、いろいろな手法で成形し、CFRP で補強
するという使い方をしています。

このように、従来の CFRP を部品として作り込
むというやり方から、例えば、テープ状のものを作っ
てそれを補強材として貼り付けるといった技術が
必要になってきますので、当社でも社内での開発
のみならず、一村産業と共同でこの種の開発を進
めています。

②Powertrain
次に、Powertrain としてモーター関連を見ます。

図表15 は電気自動車の駆動用のモーターで、分布
巻きモーター、集中巻きモーターがあります。左の
分布巻きでは、末端部に PPS繊維からなる結束
糸を使いほどけないようにし、また、絶縁用フィル
ムには PPSフィルムが使われます。右の集中巻き

図表14　【Lightweight】CFRP の新たな
使われ方　補強・補剛

出所：東レ（株）

図表15　【Powertrain】 モーター関連材料

出所：東レ（株）
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では、軸に入っている成形品が PPS樹脂です。当
社は先端素材の PPS を、樹脂、繊維、フィルム
という 3 つの形態に加え、さらに粒子も含めて販
売していますので、この種の高機能素材として採
用が進んでいます。

このモーター用の繊維は、モーターの冷却に使用
する 150℃程度の ATF（Automatic transmission 
fluid：自動変速機油）に対して、耐熱性が求められ
ますが、ポリエステル系の糸にはこの耐性がなく、
PPS繊維が採用されるのは、このためです。

③Comfort
次に、Comfort の、吸音・遮音についてご紹介

します。車内の快適性維持には、騒音を排除する
遮音効果が求められるということで、図表17 のよ
うに、自動車には、エンジンカバーやピラー、ヘッ
ドライナー、トランクライナー、ドアパネル等々、

実はさまざまな部分で吸音材・遮音材が採用され
ています。

吸音材では、1,000ヘルツ前後の音を低減する
ものが、まだ日本の技術にはなく、ある自動車メー
カーからの開発要望を受け、ナノファイバーで作っ
た 2層の不織布を使って吸音材を開発しています。
1,000ヘルツ前後で高い吸音特性が得られていま
すので、採用に向けて開発が進んでいます。

また、快適性の向上では、内装にウルトラスエー
ド® が採用されています。ウルトラスエード® はご
承知の通り、超極細繊維の不織布構造体からなる
スエード調人工皮革です。ウルトラスエードの特
性としては、ソフトで上質な素材感、多彩なカラー
バリエーション、耐久性、適度な通気性・透湿性等々
があり、優れた機能を持っていますので、シート
類だけではなく、図表18 のように、さまざまな用途、
部位への採用が広がっています。繊維の径は 0.04
デニールから 0.3デニールぐらいまで、さらに厚さ
も 0.43ミリから 3ミリぐらいまで用意して、それぞ
れの部位の要求特性に合うような形でお客様に提
案しています。

④Safety
Safety では、光ファイバについてお話しします。

これまで、車内の乗員、あるいは同乗者保護を目
的にエアバッグが搭載されていましたが、最近で
は、車とぶつかった歩行者の保護を目的としたエ

図表16　【Powertrain】 モーター用繊維材料

出所：東レ（株）

図表17　【Comfort】 吸音・遮音材

出所：東レ（株）

図表18　【Comfort】 ウルトラスエード ® の
バリエーションと適用部位

出所：東レ（株）
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アバッグの装着が始まっています。事故の際、歩
行者の頭部がフロントガラスにぶつかって亡くなる
ケースが多いことから、ボンネットをポップアップ
させ、そこからエアバッグを出して、頭を受けとめ
るという形です。それには自動車の車内で膨らま
すエアバッグとは少し違い、フロントバンパーのと
ころで瞬時に歩行者衝突をセンシングする必要が
あります。センサーで感知したら、すぐにボンネッ
トを上げ、さらにエアバッグを膨らませるという流
れを、ほんの短時間で完遂しなければならず、こ
のセンサーシステムが今、注目を浴びていて、当
社でも自動車メーカーに提案しています。

最後にナノアロイ® 技術です。図表20 の右側で
解説していますが、複数のポリマーをナノレベルで
分散させて混ぜると、それぞれのポリマーにはない
機能を発現させることができます。この技術を東レ
では「ナノアロイ®」という名前で登録商標にして
いますが、ポリエステル系の PBT樹脂とポリカー
ボネート樹脂という全く物性の違う2 つの樹脂に、
このナノアロイ® 技術を施した PBT ／ PCアロイ
樹脂は、外部からの衝撃に対して、割れずに、その
衝撃をゴムのように吸収してしまう特性が得られま
した。

自動車事故では、側面衝突が特に危険とされて
いますが、衝撃を吸収する PBT ／ PCアロイ樹脂
は、この側面衝突の対策部品である衝撃吸収クラッ
シュパッドに、採用が進んでいます。

さて、自動車市場の現在から、当社の同市場へ
の取組みについて、特に 4 つの切り口でご紹介し
ました。いろいろとお話ししましたが、「クルマは
素材で進化する」ということをわれわれの合言葉
としまして、これからも自動車メーカー、あるいは
部品メーカーに新たな素材、新たなソリューション
の提案を続けていきたいと思っています。皆さま
のさらなるご支援をよろしくお願いします。本日は
ご清聴どうもありがとうございました。

図表19　【Safety】プラスチック光ファイバ
とエアバッグ

出所：東レ（株）

図表20　【Safety】「ナノアロイ ®」技術に
よる衝撃吸収パッド

出所：東レ（株）


