ワールドレポート

中

国

from Shanghai［上海］

東レ、中国50年の礎の上に、
巨大市場で内販戦略の
高度化・深化を図る
◆ 海外投融資情報財団
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健二

承認手続きが終了次第、2013年から国内向け販売を

新分野開拓①：
中国における医薬・医療材の
橋頭堡プロジェクト が開業

開始していく計画である。
さらに、2014年後半からは、人工腎臓の製造・販
売も開始（第２段階）する予定である。
人工透析機器市場はアジア新興国を中心に需要が拡

2012年５月10日。山東省青島にて、人工透析機器
の組み立て工場である東麗医療科技（青島）股
（TMQ）の開業式が行われた。
TMQは、東レグループの医薬・医療材事業にとっ
て初めての海外生産拠点であり、隣接して建設される

大しており、現在は大半が輸入品で賄われている中国
市場に向けた事業拡大を今後積極的に展開していく。
合弁パートナーである青島即発集団とは、2005年、
繊維事業においてポリエステル／綿混織物の合弁事業
を設立、その後信頼関係を構築してきていたところ、

くわ

人工腎臓の生産工場の鍬入れ式も同時に行われた。
当面は、中国以外の海外市場向けに人工透析機器を

今回、東レにとって中国における医薬・医療材の橋頭
堡プロジェクトを合弁で実施することとなった。

販売するが（第１段階）
、中国国内での製造・販売の

2012年５月、TMQ開業式で挨拶する東レ・日覺昭廣社長
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合弁パートナーである青島即発集団・陳玉蘭董事長（右から６人目）、東レ・日覺昭廣社長（右から７人目）、
東レ・メディカル田中資長社長（右から10人目）

ポリスルホン膜透析用人工腎臓「トレライト」

新分野開拓②：
水処理膜の生産開始・販売
東レは現在、逆浸透（RO）膜、ナノろ過（NF）
膜、限外ろ過（UF）膜、精密ろ過（MF）膜の４種
類すべての水処理膜を、自社開発して製品ラインナッ
プのうえ事業展開する世界唯一のメーカーである。中

TBMC起工式で鍬入れを行う東レ・榊原定征会長（左）

国では海外企業としては初となる逆浸透（RO）膜の
製膜・エレメント生産を、中国化工集団（ChemChina）傘下の中核会社である中国藍星集団との合弁
TBMCで行うこととした。
中国では、経済成長に伴う工業化の進展と、都市部
における人口の増加から水の需要が急増し、一方で、
北部では干ばつの影響で水の供給問題が発生してい
る。このような需要に対し、東レは水処理膜による下
排水の再利用や海水淡水化などの対応策を提供し、中
国での水不足解消に貢献している。
RO膜エレメント「ロメンブラ」
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合弁パートナーである中国化工集団

任建新総経理（兼中国藍星集団 董事長、右から２人目）と、
東レ・榊原定征会長（中央）、日覺昭廣社長（左端）

●中国における東レの主要事業の変遷
1956年

香港で商事会社設立

1973年

上海石化学などへプラント・技術輸出開始

1994年

江蘇省・南通で繊維事業開始

1995年

広東省でプラスチック事業開始

2001年

江蘇省・儀征で儀化集団（SINOPEC傘下）
とポリエステルフィルム合弁事業開始

2002年

上海、香港に統括会社設立
南通に研究所設立

2005年

国家海水淡水化モデル案件として選ばれた曹妃甸
海水淡水化プラント（50,000m３／d、2011年10月）

青島で青島即発集団とポリエステル／綿混
織物の合弁事業開始

東レの50年に及ぶ中国での歩み

2009年

北京で中国藍星集団とRO膜の合弁事業開始

2011年

青島で青島即発集団と医療機器の合弁事業開始

2012年

上海の研究所（分公司）を分離独立

●東レグループの中国の主要事業拠点
【繊維】

【水処理】

東麗合成繊維（南通）（TFNL）
東麗酒伊織染（南通）（TSD）
東麗高新聚化（南通）（TPN）

【ケミカル】

藍星東麗膜科技（北京）（TBMC）

滄州東麗精細化工（TFCC） 【繊維】
東麗即発（青島）染織股
青島麗発針織（TJQA）

【研究所】

【医薬・医療】

東麗繊維研究所（中国）（TFRC）

東麗医療科技（青島）股

【フィルム】
儀化東麗聚

北京

東麗塑料科技（蘇州）（TPSU）
滄州

成都

【研究所】

蘇州 上海

【フィルム】

東麗先端材料研究開発（中国）（TARC）
【樹脂】

【繊維】
THK アパレル（珠海）
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東麗（中国）投資（TCH）

儀征

【樹脂】
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【統括会社】

青島
南通

東麗塑料（成都）（TPCD）

東麗薄膜加工（中山）（TFZ）

（TMQ）

【樹脂】

薄膜（YTP）

【樹脂】

麗光精密（中山）（RKZ）

（TJQ）

中山 深s
珠海 香港

東麗塑料（深s）（TPSZ）
【統括会社】
東麗（華南）（TSCH）

●糸作りから縫製までの作業行程

中国での既存事業の高度化と拡大
1993年に100万m2の土地を確保し、94年以来、江蘇
省南通で営まれてきた繊維事業は、糸作りからテキス
タイルの織・編、染色までの工場と大規模な試験設備
を有し、合成繊維の一貫生産・研究開発拠点として確
立している。
さらに、中国各地にある縫製拠点と連携し、糸作り
から縫製まで一貫生産している。
近年では、中国の経済成長とそれに伴う中国国内需
要の高度化に対応し、アパレル・スポーツ向け機能性
繊維の生産と販売に注力している。

南通本館

TSD用途別商品

東麗繊維研究所（中国）TFRC

上海・南京路にある李寧の大型旗艦店鋪
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繊維と先端材料の
W 研究所体制を構築
東レは2002年、日系の繊維化学メーカーでは初
めて、江蘇省南通に繊維研究所を設立、2004年に
は上海分公司を設置し、研究開発を進めてきたが、
2012年１月、上海分公司を先端材料研究所（上
海）TARCとして分離独立させて、繊維研究所
（南通）TFRCとの W 研究所体制を構築した。
南通においては、研究開発から量産まで、中国

TFRCには、地上のあらゆる気象環境を再現できる次世代人工気象室
「テクノラマGⅡ」を備える

での現地一貫体制を確立してきており、繊維と先
端材料の

W

研究所への研究体制の強化によ

り、今後中国における研究開発と販売の連携をよ
り強固なものとして推進していく。

テクノラマGⅡは主室と副室を有しており、
大型の主室では自動車など大型構造体を
持ち込んでの環境試験が可能

Interview

橋本和司東レ常務取締役・東麗（中国）投資（TCH）董事長に聞く

「先輩たちの決してあきらめなかった
努力のおかげで今の中国事業がある」
――中国での事業形態。
もともと、独資を基本としていたのが東レの中
国での事業形態の特徴であった。しかしながら
2000年以降、儀化集団公司（SINOPEC傘下）との
PETフィルム、青島即発集団とのポリエステル／
綿混織物など、合弁での事業展開も進めている。
逆浸透（RO）膜の製造・販売事業では、巨大な
中国の中央および地方政府との関係を重視して、
水処理膜の有力な現地企業である中国化工集団
（ChemChina）傘下の中核会社である中国藍星

橋本和司東レ常務取締役・TCH董事長
写真提供：繊維ニュース

集団とのアライアンスを組んだ。また、医薬・医
療材の事業においては、中国での許認可取得およ

長年中国事業にかかわられてこられた橋本和司

び医療機関との関係を重視して、これまで繊維事

東レ常務取締役・TCH董事長に、インタビューした。

業での合弁を通じて信頼関係を構築済であった青
島即発集団とのアライアンスを組むことにした。

※文中の肩書きは取材当時のもの。
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――高付加価値化を武器に、「祖業」である
繊維事業の復活を果たす。
日本の国内市場の縮小、中国やインドの生産
規模の急増など、繊維業界を取り巻く環境の急速

製糸から機織り・染色・縫製・完成品まで、自社
工場内で一貫生産で担える体制と、長年にわたる
技術の積み重ねを構築していたから、東レとして
対応することができた。

な変化の中で、東レとしては2006年にユニクロ
との戦略的連携を結び、その後、グローバルに共
同開発を進めてきている。

――非繊維事業。
基幹事業である繊維事業に対して、非繊維事

本年７月には、バングラデシュにユニクロの

業として、炭素繊維や電子情報材料を「戦略的拡

専用工場を開業させたほか、ユニクロ専従の開発

大事業」
、医薬・医療材、水処理膜などを「重点

部隊を中国・南通の東レ繊維研究所（中国）

育成・拡大事業」と位置付けたが、それらにはす

（TFRC）の中にも抱えている。

べて、事業の根底には東レの「祖業」である繊維

ヒートテック、シルキードライなど、一般消

事業の技術が生かされている。これらの非繊維事

費者に近い川下分野での製品のバリューチェーン

業の成功は、繊維が本業であったから成し得たも

を拡大している。

のである。

メーカーとしての東レはこれまで、繊維事業
では、ファイバー・テキスタイルの素材に経営資

――座右の銘は

油断大敵 。

源の重点的な投下をしてきたが、縫製品までの事

順調な時に油断すると事業環境が変化した時

業展開により、バリューチェーンの拡大を図るこ

に落とし穴に落ちることがよくある。順調な時こ

とができた。よく東レの繊維事業については、ユ

そ足元をよく見て事業を運営していくことが大切

ニクロ・リスクといわれることがあるが、東レに

であり、日ごろからそう心がけている。

とって、消費者のニーズを取り込む力を増し、繊
維のバリューチェーンを拡大することができたた
め、むしろ ユニクロと組まないほうがリスク

――最後に。
既存事業である繊維事業は山あり谷ありで、
う

であったと考えている。

よ きょく せつ

ここまで紆余曲折を経ながら歩んできた。過去に

ユニクロから求められた発熱機能・保湿性・

売上げは立つが収益性が低く儲からず、かなり苦

ストレッチ性・吸汗速乾性などに対して、原糸・

労した時期もあった。現在の我々の姿があるの
は、そのような困難な時期を通じても、先輩たち
たま もの

の決してあきらめなかった努力の賜物であり、先
人たちには心底感謝している。先人たちの努力な
くして、今の中国事業はないと思っている。
中国においては、2011年から逆浸透（RO）膜
の製膜・エレメント生産を、2012年から医薬・
医療材の事業と、新規事業はまさにスタートした
ばかりであり、パートナーとの協力のもと、これ
ら新規事業を着実に展開していく。
そして、繊維と先端材料の W

研究所体制

を通じて、研究開発と生産、販売の連携を強め、
既存事業である繊維事業の高度化と拡大を図って
いく。
東レとしては、
「国に根ざして国の役に立つ」
との考えに則り、中長期的視点に立って、中国の
上海市外資 双優企業 表彰大会で講演する
橋本和司東レ常務取締役・TCH董事長

産業振興に資するような事業を今後展開して
いく。

2012.9

59

