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（＊108）摩耗で発生するフッ素繊維の粉末体をテキスタイル中に蓄積させ、潤滑層を形成することで従来比100倍以上の耐摩耗性を実現。
（＊109）ミツカワ、鳥取大学との共同開発。
（＊110）PLA製品のブランドだったものをバイオマス由来製品全般に拡張したもので、繊維以外の製品を含む。
（＊111）医療の質の向上、医療現場での負担軽減、健康・長寿に貢献できる事業を指す。

用）、②バイオベースナイロン・バイオベースポリエステル、
③溶融紡糸セルロース繊維“フォレッセ”（通常、セルロー
スは溶融紡糸できず、溶液紡糸法でレーヨンを得る）、な
どを提供している。バイオマス由来の素材・製品の提供
を通じて、持続可能な低炭素社会の実現に貢献すること
は東レの経営方針でもあり、その強い意思の表れとして、
13年から“ecodear”（＊110）を統合ブランドとして展開して
いる。

また、東レ製造工程から出る工程くず・端材や、使用
済みのPETボトル・衣料製品等を原料として、チップ、も
しくはモノマーに戻し、あらためて繊維を製造するリサイク
ル事業（それぞれ、マテリアルリサイクル、ケミカルリサイ
クル）にも取り組み、15年からは“Ecouse”を統合ブラ
ンドとして展開している。
（6）新たな視点で取り組むライフイノベーション分野

東レは、14年度にスタートした中期経営課題「プロジェ
クトAP-G 2016（AP-G 2016）」で、成長分野の一つと
してライフイノベーション（LI）事業（＊111）を取り上げた。
繊維事業には、従来からポリエステル繊維による病院用
白衣、貼付剤基布、エコノミークラス症候群を予防する
ナイロン繊維による弾性ストッキング、前述したPP-SBに
よる紙おむつや生理用品など関連する製品は多数あるが、
新たな視点で取り組んでいる。
A．生体情報検知機能素材“hitoe”

14年1月、着衣するだけで、心拍数・心電波形など
の生体情報を取得できる機能素材“hitoe”を日本電信電
話（NTT）と共同開発したことを発表した。“hitoe”はポ
リエステル超極細繊維（ナノファイバー）の生地の無数の
隙間に導電性ポリマーを含浸させて電極とし、生体信号
を高感度で連続的・安定的に取得できる。また配線もウ

イヤー」（現在は米国Chemours社の商標）の使用権
も確保した。受け皿会社として、Toray Fluorofibers 
(America)（TFA）社を設立、アラバマ州にあるToray 
Carbon Fibers America （CFA）社に隣接した新工場
に設備を移設し、04年8月操業を開始した。フッ素繊維は、
低摩擦、かつ耐熱・耐薬品性に優れる高機能繊維で、
焼却炉用バグフィルター、ベアリング等の摺

しゅう

動
ど う

材、パッキ
ング用途など、広く産業資材分野に使用される。この買
収を契機に、東レは東レ・ファインケミカルに事業移管し
ていたフッ素繊維“トヨフロン”の営業権を譲り受け、前
述のPPS繊維と合わせ、高機能繊維事業を拡大するため
の組織を設置して、世界市場でのマーケティング活動を
開始した。研究開発や新用途開拓も強化しており、近年
では、高剛性繊維と組み合わせた二重構造テキスタイル
を開発し、機械装置等を滑らせながら動かす部品に用い
る高耐久摺動材（＊108）として使用されている。
（5）グリーンイノベーション分野への進出

03年1月、石油資源を使わず、植物由来のポリ乳酸
（PLA）を主原料とする繊維事業に進出することを発表し、
同年4月、米国Cargill Dow社と技術ライセンス契約な
どを交わした。PLAは、バイオマスを原料に製造され、
使用後は自然環境に還元される生分解性ポリマーで、自
動車内装材、家庭用カーペットのパイル（立毛部）、寝
具など、生活・土木・農業資材分野などに展開している。
近年では、砂漠の固定緑化などを目的に、PLAの筒状
生地に砂を詰め、碁盤目状に敷き詰める“サンドソーセー
ジ”工法を共同開発（＊109）し、普及を目指している。

この他にも、原料の一部または全部をバイオマスとする
繊維として、①3GT繊維（PTT繊維とも呼称。ポリエス
テルと複合化して、耐熱性のあるストレッチ繊維として使

「バグフィルター」

繊維 フェルト

Dirty
Clean

耐熱・耐薬品フィルター

「耐久摺動材/二重構造テキスタイル」

荷重摺動

PTFE
潤滑層

削りカスは高剛性織物
内部に蓄積

→再度摺動性に寄与
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（＊112）利用者は、サービス料以外に、“hitoe”作業者みまもりウエア、データ転送用機器、スマートフォン（またはタブレット）の購入費用が必要。（＊
113）帯電加工を施したPP特殊極細繊維不織布“トレミクロン”を中に、PP-SBなどとの3層構造の製品。
（＊114）17年3月、エボラウイルス病の再発と新規感染症の発生を予防する対策の強化を進めるギニア共和国に、感染症対策衣“LIVMOA”を1万着寄
贈。（＊115）機能製品事業部と縫製品事業企画推進室で構成。

5．糸綿・テキスタイル・縫製品一貫型ビジネスの推進

（1）縫製品ビジネスの新たな展開

東レ本体での縫製品関連ビジネスは、次の（2）で述
べるユニクロ（ファーストリテイリング社の基幹会社）との
取り組みが始まる以前から、小規模ながら複数の部署で
行っていた。02年6月、これらのうち、一部はTI社へ移
管する一方、繊維事業本部のユニフォーム事業部（民需）
と商品事業部門の特需課（官公需）を統合して新たに社
長直轄組織、機能製品事業部門を発足させ、継続した。
同部門で手掛けるユニフォームは、ワーキング用、オフィ
ス用、学生服、官公庁の制服などがあり、それぞれの活
動に最適な機能性・実用性が必要で、また、集団のイメー
ジ形成にも影響を与えることからデザイン性も求められ、
伝統的に東レの得意とする分野である。新組織は、既存
ユニフォームでのシェアアップに加え、介護・ヘルスケア、
安全・防護服等への展開を始める一方、これまで、最
終顧客にユニフォームでの商品企画とサプライチェーンの
提案をするものの、生地売り主体だった販売形態を、縫
製品段階まで踏み込むなど、活動領域の拡大を図った。
07年4月、糸綿・テキスタイルと、縫製品を一貫化す

るビジネスの強化を目的に、機能製品事業部門を繊維事
業本部に編入して、機能製品・縫製品事業部門（＊115）と
した。同部門は従来の営業活動に加え、GMS、SPA、
アパレルとの垂直連携や、企画提案型OEM（ODM）を
推進し、また、東レグループの縫製品事業各社のヘッド
クオーターとして行動した。11年7月には同部門から独
立し、縫製品事業開拓室として、ユニクロに続く素材・
縫製品一貫型ビジネスの開拓を目指した（14年4月、グ
ローバルSCM事業部門新設と同時に同部門に編入され、
縫製品事業推進室に改称）。
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（＊116）ワンストップトータルサービス：顧客の多種多様な要請全てを、一つの部署が窓口となって対応すること。
（＊117）肌着に加え、キャミソール、ブラキャミ、タンクトップなどのタイプもある。

両社の信頼関係を強固にしていった。
B．戦略的パートナーシップの締結

こうした経緯を経て、06年3月、両社で「戦略的パー
トナーシップ」関係を構築することに合意し、同年6月、「中
長期的・包括的な調達及び供給に関する合意書」を締
結した。戦略的パートナーシップとは、「繊維の流通構造
を極限まで改革すると同時に、素材から商品までの企画・
開発・生産・物流・販売までを一体のトータルインダス
トリーとして捉え、理想的な垂直連携を構築するという、
世界に類例のないビジネスモデル」と定義した。両社は
素材メーカーとSPAの境界線を越え、あたかも一つのバー
チャルカンパニーとして生活を豊かにする衣料品を提供し、
新たな需要を創出することを宣言した。また、素材・製
品供給による取引高は、10年までの5年間累計で2,000
億円という目標を掲げた。
パートナーシップ締結後の最初の共同開発商品は、従
来の透け防止機能をさらに強化した新素材をベースに、
後加工で機能性を高めた、「白なのに透けない」を中心に、
「やわらかな風合い」「吸湿速乾」などの特長を持った女
性用ボトム「スタイリッシュホワイト」だった。この後も、
夏向け機能性インナーの「シルキードライ」、家庭で洗濯
できるカシミヤライクのセーター「マシンウォッシャブル」
といった製品を共同開発し販売していった。また、「ヒー
トテック」は、03年、「発熱・保温・ドライ」のメンズ肌
着でスタートしたが、抗菌・消臭、吸汗速乾と新たな機
能を追加し、ウィメンズでは基本機能は同じであるものの、
保湿、ソフトなどメンズとは異なる機能を付与（＊117）した
ところ、消費者の圧倒的な支持を受け、数量が飛躍的に
増大していった。
こうした大きな成果をさらに発展させるべく、10年7月

（2）ユニクロとの取り組み

A．取り組みの開始

東レはGMSやSPAと素材・縫製品一貫型ビジネスを
展開しているが、ユニクロとの取り組みは、関係の深さ、
取り組みの規模などから、別格の存在といえる。
ユニクロとの取り組みは、1999年、ナイロンツイルの
MA1ブルゾン（ジャケット）をOEM供給したのが始まり
である。翌2000年、同社柳井社長から「二次製品だけ
でなく、糸綿・紡績糸・テキスタイルでも東レと組みたい」
などの要請があり、東レとしては初となる、特定顧客専任
の組織「GO推進室」の設置を決めた（正式発足は00
年5月）。同年4月、両社のトップ会談と最初の総合打ち
合わせを行い、両社が単なる「売り買い」の取引関係で
なく、「顧客に価値ある商品を大量に提供する」という共
通の目標の下に、「共同で、新商品開発、製造・販売の
グローバル展開に取り組む」関係を構築することに合意
した。GO推進室は、東レ側の開発・生産・販売機能を
国内外関係会社も含めて集約し、ユニクロへのワンストッ
プトータルサービス（＊116）を開始した。
初期5年間の取り組みとしては、ユニクロの最初の大ヒッ

トとなったフリース用のポリエステル紡績糸、「エアテック」
企画の機能中綿、「ドライ」企画の吸汗速乾素材“CEO
α”/綿糸、初代の「ヒートテック」などがあり、毎年、
複数の新商品や改良製品とそれに適合する素材の開発を
行った。この結果、取引高は年々増大し、04年度には
200億円を超えるに至ったが、この間、計画どおり販売
できず生産を中断することもあった。しかし、その場合でも、
ユニクロは、時期は遅れても、生産分全てを引き取り、
最終的に消化した。こうした責任ある対応と、計画未達
でも、ともに耐えられる強い体力と意思があったことが、

ユニクロと「戦略的パートナーシップ」
の実行計画に関する合意書締結
（2006年6月）

「エアテック」「フリース」
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（＊118）「サラファイン」はキュプラと異形断面ナイロン糸、「シルキードライ」は極細のポリエステル糸をそれぞれ使用した。
（＊119）WプレミアムダウンウルトラライトパーカーのLサイズでの重量。
（＊120）LOCⅡ“CEOα”。カチオン可染の異形断面ポリエステルFY。

また、ITを駆使し、世界の市場トレンドを解析し、商品
開発と生産計画に結び付けるとともに、実店舗・インター
ネットの販売現場と生産現場をリアルタイムで結び、より
いっそう機動的な生産の実現を目指すこととした（デジタ
リゼーション）。いわばバーチャルカンパニーを超えた新し
い産業の創出で、また向こう5年間の取引額も1兆円を目
指すことにした。
C．グローバルな供給体制

ユニクロの急激な事業拡大、特に「ヒートテック」「エ
アリズム」「ウルトラライトダウン」の戦略コア3商品の大
量販売を支えたのは、東レの糸綿・テキスタイル・縫製
品一貫の供給力による。例えば「ヒートテック」の主力素
材であるポリエステルFY（＊120）を例に取れば、当初は、
石川工場の既存設備で通常対応していたが、品種の高度
化を含めた数量の拡大とともに、設備の専用ライン化、中
国のTFNL社での増設、タイのTTS社での増設と、テキ
スタイルや縫製拠点との連動を意識しつつ、数量バランス
も考慮しながら、グローバルに生産能力を増強していった。
こうした状況はテキスタイル、縫製でも同様で、中国・
香港やASEANにある既存東レグループ各社での設備能
力の増強を図るとともに、THK社、TI社などの子会社を
通じ新たな縫製拠点を中国内や、チャイナプラスワンとし
てベトナム、バングラデシュ、インドネシアに設立し、ある
いは設備貸与、技術指導などの取り組みにより優良な工

には、戦略的パートナーシップの第Ⅱ期（11 ～ 15年）
を締結した。両社協働による「グローバル規模での販売
と生産」を前面に出し、期間中の取引額の目標を第Ⅰ期
計画の2倍の4,000億円とした。冬の「ヒートテック」に
対し、暑い夏を涼しく快適に過ごすウエアとして、汗を素
早く吸収・拡散する一方、抜群のストレッチ性で身体によ
くフィットし、部屋干ししても臭わない抗菌防臭機能を備
えた女性用「サラファイン」、男性用「シルキードライ」
を共同開発（＊118）した。そして13年には両者を統合した
グローバルブランド「AIRism（エアリズム）」として、本
格的に世界展開を始めた。また、ダウンジャケットとして
09年に誕生した「ウルトラライトダウン」は、重量を
270gと従来品比約半分にした画期的商品で、翌年には
206g（＊119）まで軽量化、これも冬の大型商品として定着
していった。さらに、「ヒートテック」はストレッチ、静電
気防止、形状保持と新機能を追加しつつ、従来の機能を
さらに高め、13年には暖かさを従来比1.5倍に高めた「極
暖」、16年にはさらに1.5倍の「超極暖」が発売された。
薄くて暖かい「ヒートテック」、着心地がよくフィット感

のある「エアリズム」は、人々の生活スタイルを大きく変え、
毎年性能が向上し進化を続ける高機能（インナー）ウエ
アとして、世界中で定着したといえる。特に「日本での男
性肌着は綿」という常識を打ち破った。
2期10年の成功と目標数値の達成を踏まえ、15年11

月、さらに両社の関係を強固にする第Ⅲ期（16～ 20年）
の戦略的パートナーシップを締結した。日常生活を快適
に過ごせる高品質、高機能の「LifeWear」商品を追求し、
共同開発を進めるとともに、EPAや特恵関税を意識しな
がら、生産・販売面でのいっそうのグローバリゼーション
を進め、最適なサプライチェーンを構築していくこととした。

「AIRism（エアリズム）」
「ウルトラライト
ダウン」

■  図表2-1-18…ファーストリテイリング社の事業拡大の足取り

2000/8 2005/8 2010/8 2015/8

売上高（億円） 2,290 3,840 8,148 16,818

営業利益（億円） 606 567 1,324 1,645

店舗数計（店）
（内海外ユニクロ）

433
（0）

1,232
（14）

2,203
（136）

2,978
（798）

ユニクロと「第Ⅲ期戦略的パートナーシップ」
を締結（2015年11月）
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（＊121）後者の一般商事機能は新たに設立した東麗国際貿易（香港）（TIHK）社に移管した。
（＊122）GO推進室、縫製品事業開拓室をそれぞれ改称した。
（＊123）LIアンダーウエア：姿勢を矯正するアンダーウエアなど。

ポリエステルFY、③毛玉ができにくく暖かな空気を逃が
さないマイクロアクリル繊維、④快適なフィット感を生む伸
縮性のあるポリウレタン繊維であり、それらの特性は、改
良を重ねてはいるが、よく知られているものである。これら
をバランスよく効果的に組み合わせて薄地に編み立て、
性質の異なる糸を一様に染め、縫製する工夫を重ね、延
べ1万回を超える各種試作の後に完成された。現在も進
化を続けている。
これを支えたのは、東レの研究開発力であり、生産技
術力である。新製品のチャレンジングなコンセプトを具体
化する全体構想、多段階での試作、製品での性能確認、
量産条件の確立という時間のかかる一連の業務を、従来
では考えられないスピードで実現できていること、そしてど
の拠点で生産しても均質の製品を生み出していることが、
もう一つの強みといえる。
（3）グローバルSCMの推進

こうしたユニクロでの成功を受け、14年4月、糸綿・
テキスタイル・縫製品一貫型ビジネスのグローバルなサプ
ライチェーンを構築し、そのマネジメント、マーケティング、
マーチャンダイズを実行する部門として、グローバルSCM
事業部門を新設し、その傘下に前述のユニクロ対応の
GO事業部と縫製品事業推進室（＊122）を置いた。縫製品
事業推進室は、ユニクロ以外の糸綿・テキスタイル・縫
製品一貫型グローバル事業を推進する使命をより明確化
し、欧米アウトドア、LIアンダーウエア（＊123）、リラックス
ウエア、欧米ユニフォームの重点4領域でのグローバル
SCMの構築を目指して活動している。

6．繊維事業の業績－業績の復活と新たな成長軌道へ

国内での販売規模の縮小に伴い、国内事業での売上

場と協業するなど、生産拠点を整備・確保していった。
一方で、例えば「ヒートテック」では、愛媛工場で生

産したアクリルと国内調達したレーヨン原綿をベトナム、イ
ンドネシアに出荷して紡績し、その後、広東省で日本から
出荷したポリエステル原糸と交編・染色し、中国、ベトナム、
バングラデシュ、インドネシアで縫製し、世界各地のユニ
クロに供給するオペレーションを実施している。このような
東レグループとしては一貫生産体制ながら、各地に散在
する加工段階の異なる生産拠点を有機的に結び付け効
率的に生産し、タイムリーに届けるという、グローバルな
サプライチェーンを構築し、効果的に展開することができ
ている点が、東レの大きな強みといえる。商流・物流・
海外縫製の実務はTHK社とTI社で行っていたが、14年
4月、THK社の事業内容をユニクロ関連事業とそれ以外
の一般商事事業に分け、THK社は前者に専業化（＊121）

して、ユニクロとの取り組みのヘッドクオーターである繊
維事業本部GO事業部の下に置き、より一体的な運営を
図ることとした。
D．新商品開発とそれを支える体制

ユニクロと東レは、快適衣料を求めて世の中にない新
製品を開発し、それを毎年のように、消費者ニーズに合
わせて進化させ、完成度を高めていった。例えば「ヒー
トテック」では、「世の中にないモノ」というコンセプトの
下に、「保温性だけではなく、それ自体が暖かくなる肌着
を」という、常識を超えるユニクロの発想で開発が始まっ
た。03年の初代から毎年進化を重ね、現在の「ヒートテッ
ク」は、4種の繊維で構成されている。具体的には、①
皮膚表面の水蒸気を吸湿・発熱するレーヨン糸、②その
水分を素早く吸収して拡散させる構造と、外部へ素早く
蒸発させる凹凸の表面を持ったカチオン可染異形断面の

「ヒートテック」断面図

マイクロアクリル

ポリエステル

「ヒートテック」
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スの売上高は、海外での急速な事業拡大を反映し07年
度まで一貫して増大したが、収益面では、初期の投資負
担の重さなどから07年度までは横ばい状態が続いた。そ
して、07年度には、中国の関係会社が本格的に収益を
上げ始め、10年度以降には、エアバッグや素材・縫製
品一貫型ビジネスが大きく伸び、売上高・営業利益とも
大きく増加した。この結果、16年度の繊維事業の連結
売上高は8,561億円、営業利益は668億円と、00年度
対比で売上高は約2倍、営業利益は約3倍となった。また、
全社に占める売上高の構成比は長期間にわたりほぼ一貫
して低下していたが、10年度の38％を底に反転し、16
年度には42％まで回復した。営業利益も12年度以降ほ
ぼ全社の40％前後を占め、基幹事業として安定した収益
を確保できている。
改めて東レの繊維事業の特徴を見ると、①三大合繊に

加え、人工皮革、不織布など多様な素材群を持つこと、
②ファイバー・テキスタイル・縫製品までどのビジネスエ

高は、00年度の2,153億円から09年度には1,500億円
を割り込むところまで減少した。しかし、その後は成長分
野での事業拡大等から、売上高は09年度を底に反転し、
現在では2,000億円近くまで復調した。一方、連結ベー

売上高（億円） 営業利益（億円）
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図表2-1-19… 連結ベース繊維セグメント売上高・営業利益の推
移（2000 ～ 16年度）

図表2-1-20…連結ベース繊維売上高と繊維比率の長期トレンド（1972 ～ 2016年度）

“サマーシールド”を使った日傘

“セオアルファ”を使った浴衣
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