
当社のPVDFは、活物質への高い接着性、広い電位領域での
電気的安定性とリチウムイオンの高い透過性を示し、バインダー
として求められるさまざまな性能を十分に満たしています。

現在、当社のPVDFは、長期信頼性が求められる車載用のリチウム
イオン電池に広く使用されています。

温室効果ガスに起因するとされる地球温暖化に対して、パリ
協定をはじめ、さまざまなレベルで緩和・適応*2への取り組みが
進められています。

各国政府や自動車メーカーは、自動車の排気ガスに由来する
温室効果ガスを削減する方針を次々と打ち出し、ガソリンや軽油
を使う自動車から電気自動車などの環境対応車へのシフトを活発
化させています。

電気自動車へのシフトを確実に進めるためのキーテクノロジー
が車載用電池です。リチウムイオン電池は、軽量でエネルギー密度
が高く、繰り返し充放電による劣化が小さいことから、現在、ほと
んどの電気自動車に搭載されています。

リチウムイオン電池の信頼性の向上、走行距離をのばす高容量
化、走行性能を向上させる高
出力化、高速充放電、電池コ
ストの低減、充電設備の整備
などの課題の解決が今、強く
求められています。

*1 パリ協定：2020年以降の温室効果ガス排出削減等のための新たな国際枠組み。2015年12月
にフランス・パリで開催された国連気候変動枠組条約締結国会議COP21において採択され、
2016年11月4日に発効しました。

*2 緩和・適応：地球温暖化の対策には、原因物質の温室効果ガスの排出量を削減する（または植林
などによって吸収させる）「緩和」と、気候変化に対して社会・経済システムを調整して悪影響を
軽減する「適応」があります。

*3 二次電池：充電して繰り返し使用可能な電池（充電式電池）

社会的課題
強靱（レジリエント）なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な
産業化の促進及びイノベーションの推進を図る。

（SDGs 目標 ９）

産業革命前からの世界の平均気温上昇を2℃未満に抑制する
ことを規定するとともに、1.5℃までへの抑制に向けた努力の
継続を目指す。

（パリ協定*1 第２条１項）

社会的課題の解決に求められる技術課題
地球温暖化を緩和するために、電気自動車などの環境対応車の
普及が推進され、車載用電池の性能向上が求められています。

リチウムイオン電池は、正極と負極の間をリチウムイオン（Li+）
が移動することで充電や放電を行う二次電池*3です。主に、電極

（正極、負極）、正極と負極の間を隔離し絶縁するセパレーター、電解
液で構成されています。

電極は、電子（e-）の受け渡しやリチウムイオンの貯蔵・放出を行う
“活物質”を、接着剤であるバインダーを用いて集電材に塗布して
作られます。バインダーの接着性は、電池の性能を決める重要な
特性であり、活物質同士や活物質と集電材をしっかりと密着させる
性能が要求されます。一方で、バインダーは、導電性に影響を与える
内部抵抗になるため、できるだけ少量で接着性能を発揮すること
が求められています。

クレハ製品が提供する解決策
クレハのフッ化ビニリデン樹脂（PVDF）は、リチウムイオン電池
用バインダーとして、電池の重要な特性を支えています。

当社は、固有技術の改革、革新を通じて、製品の性能や品質の
さらなる向上、顧客と社会のニーズへの迅速な対応を継続して
います。

また、車載用リチウムイオン電池の需要増加に応えるため、生産
能力を、2018年秋までに、現在の9,000トン（国内および中国）
から11,000トンまで増強する計画で新設備の建設を進めてい
ます。同時に、生産効率向上による環境負荷低減とコスト削減に
努めていきます。

さらに、リチウムイオン電池バインダーの先駆者として、時代の
ニーズを先取りし、全固体電池などの次世代車載用電池への対応
も積極的に進めていきます。

中計Kureha’s Challenge 2018
リチウムイオン電池バインダーの先駆者として、時代のニーズ
を先取りし、次世代車載用電池への対応を推進していきます。

1960年代、当社は、極めて興味深い物性を持つフッ素系合成
樹脂であるPVDFの研究を開始しました。

この開発は、塩化ビニリデン樹脂（NEWクレラップ®などの原料）
をはじめ、当社がそれまで培ってきた合成樹脂の高度重合化技術と
評価技術、塩素系・フッ素系物質の取り扱いノウハウと、ナケレバ
ツクレバの精神を持つ経験豊かな研究技術者を中心に進められ
ました。懸濁（けんだく）重合法の確立など、新たな技術開発の
結果、1970年、日本国内では初めて工業生産を開始しました。

開発当初には、まず釣糸での利用が始まり、その後その高い耐熱・
耐食・耐候性を活かし、化学プラントのバルブ・継手などの成形品、
太陽電池用保護フィルム、水処理用中空糸など、さまざまな製品で
採用されてきました。

リチウムイオン電池のバインダー用途については、PVDFの特性
に注目した電気機器メーカーからの引き合いで開発が進められま
した。

リチウムイオン電池は、1991年に世界で初めて実用化されま
した。当社のPVDFは、その時からバインダーとして採用されて
います。当初は、パソコンやAV機器用が中心でしたが、現在では、
車載用途まで幅広く利用され、リチウムイオン電池用バインダー
のメジャーブランドとして市場で高いシェアを保っています。

課題解決の価値創造ストーリー
PVDFのバインダー用途は、当社が長年培った技術と人財、
パートナーとの協働で生まれました。

リチウムイオン電池の構造（イメージ図）および、活物質-集電体の接着の様子

電気自動車（イメージ）

太陽電池用保護フィルム

当社のPPSも、
地球温暖化の緩和に貢献しています。

自動車の重量を軽くすることで燃費の向上を図り、温室効果ガス
の削減に貢献することが期待されています。内外装部品を中心に
自動車の総重量の約7割を占める鉄に替わる軽量素材の利用が進ん
できています。

当社は、1980年代に、それまでもろい材料とされていたポリフェニ
レンサルファイド（PPS）の弱点を克服した分子構造（架橋構造を持た
ない直鎖状）を持つPPSの開発に成功しました。

このPPSは、成形加工が容易であると同時に熱安定性に優れ、
伸びや衝撃にも強い素材です。また、イオン性不純物が少ないため
厳しい電気的特性にも対応するなど、自動車部品の金属代替用途
として求められる特性を兼ね備えています。

主に、耐熱性が求められるエンジン周辺や電装品の外装に使用
されるなど、年々需要が増加しています。

PPSレジン（左）、
PPSを使用した
自動車部品（右）
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社会に提供する価値
車載用電池の性能向上
による地球温暖化の
緩和に貢献

・高性能・高品質
・生産能力増強
・生産効率向上
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クレハグループは、地球温暖化の緩和に役立つ高機能な素材や製品を通して、
地球環境の保全と社会の持続的発展に貢献していきます。

特集 クレハ製品
の社会的価値 ①

環境
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天然ガスが、世界のエネルギー市場を変えつつあります。
2000年代以降、従来は不可能だった地中深く（2,000m以下）

のシェール層*1にあるガス・オイルの採掘が、技術の進歩により米
国で初めて可能になり、米国は資源国の道を歩み出しました。
シェール層は世界中に存在しているので、天然ガスの供給は今後
世界的に増加し続けていくことが見込まれています。

また、2016年発効のパリ協定で、気温上昇の阻止に向けて
すべての国が具体的行動を起こすことを取り決めましたが、その
一つとして天然ガスの利用が注目されています。天然ガスは、石炭
と比較して燃焼時のCO2排出が40％少なく、酸性雨の原因と
なるSOx*2も全く排出しない特性があるからです。

このような需要と供給を背景として、各国で天然ガスをエネルギー
ミックス*3の主要燃料とする動きが始まっており、IEA（国際エネル
ギー機関）は、2040年には2016年比で天然ガスの需要が世界で
1.5倍程度になると予想しています*4。それにともない、天然ガス
の安定した調達・確保の動きが高まっており、同時に、採掘の効率
化も求められています。

*1 シェール層：堆積面に沿って薄い層状に割れる性質を持つ、泥岩の一つ（頁岩（けつがん））。層の
すき間に炭化水素を含み、シェールガスやシェールオイルを回収することができる。

*2 SOx：硫黄酸化物
*3 エネルギーミックス：一国の最適な発電用燃料の構成
*4 出典：IEA (International Energy Agency) (2018) World Energy Outlook 2017 

Excerpt - Outlook for Natural Gas

社会的課題
すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的な
エネルギーへのアクセスを確保する。

（SDGs 目標7）

社会的課題の解決に求められる技術課題
今後需要が拡大する天然ガスの採掘の安定化技術が求めら
れます。

シェール層からのガス・オイル採掘では、坑井（こうせい）から
横方向に超高圧の水を注入し、人工的な亀裂を生じさせる水圧
破砕と呼ばれる作業を行います。この時、水の通り道をふさぐ仕切り
役としてプラグが必要になります。プラグは、高水圧に耐える必要
性から、金属製や非分解性の樹脂製が主流ですが、作業後にガス・
オイルを回収する際の障害物になるため、地中からプラグを回収
しなければなりません。

一方、当社PGA樹脂製のプラグは、高い強度とともに、CO2と水
に分解される性質をもったプラスチックでできています。つまり、
地中の水と反応して完全に溶けてなくなるため、水圧破砕後の回収
作業が不要になり、掘削コストの削減と工期を短縮することが可能
になります。

また、分解後に残るものがCO2と水だけなので、地中環境への
負荷が最小限にとどめられます。

クレハ製品が提供する解決策
PGA（ポリグリコール酸）樹脂製プラグは、シェール資源採掘
における工期短縮とコスト削減に貢献しています。

シェア拡大に向け、当社では製造・性能・販売それぞれにおいて、
下記の戦略を推進していきます。

製造：固有技術（重合、加工）のブラッシュアップ
性能：低温分解性などの顧客が求める性能への対応
販売：他社との協業を進めるとともに、さらなる事業拡大

中計Kureha’s Challenge 2018
圧倒的な差別化技術でお客様へのソリューションを提供し、
シェールガス・オイル掘削市場での浸透・シェア拡大を目指し
ます。

PGA樹脂は、1930年代に米国の化学会社の研究により知ら
れることになった素材ですが、分解性が非常に高い不安定な性質
のため大量生産に向いておらず、高価な素材として、手術用縫合糸
などの限られた用途で小規模生産されていた素材でした。

クレハとPGA樹脂の関わりは、1994年に分解性プラスチックス
の研究を進めていた当社研究員が、試作したPGA樹脂の優れた
物性の高さに着目し、未確立だった工業的生産の探求に魅せら
れたことに始まります。当社は数年の試行錯誤を経て、独自の工程
を考案し、世界で初めて、分解性を保ちながら高い成型性をもった
PGA樹脂の大量生産技術を開発することに成功しました。

そして、2002年にいわき事業所に年産100トンのパイロット
プラントを設置、2011年には米国ウェスト・バージニア州のデュポン
社（現ケマーズ社）のBelleプラントの一角に、年産4,000トン規模
の商用プラントを設置しました。

しかし、PGA樹脂の大量生産に成功したものの、その用途探索
には紆余曲折がありました。転機を迎えたのは2010年に、シェール
ガス・オイルの掘削技術に関わる米国企業から、PGA樹脂が掘削
用プラグの素材として使えるのではないかとの提案を受けたこと
がきっかけです。このことを契機に、当社はシェールガス・オイルの
掘削用途でPGA樹脂の事業化を本格的に開始しました。

以来、シェール掘削機器市場においてシェアを獲得するために、
米国の多くのシェール関連会社からの強度や分解性の要求に対応
しながらPGA樹脂の改良を続けています。比較的新しい素材と
製品のため、シェアはまだ大きくはありませんが、今後分解性の
プラグが主流になっていくよう取り組んでいきます。

課題解決の価値創造ストーリー
PGA樹脂の大量生産に世界で初めて成功したクレハは、用途
を探索する中で、シェール資源採掘にビジネスチャンスを見出
しました。

シェール層の水圧破砕法のイメージ図商品イメージ図

天然ガスの長期展望
2016年に発効したパリ協定では、すべての国連参加国を対象と

して、地球温暖化による気温上昇を抑制するための行動のルール
が定められました。日本でもパリ協定に従い、温室効果ガスを
2030年度までに2013年度比で26％削減し、2050年には80％削
減するという政府目標を掲げています。

2050年の目標の達成には、太陽光や風力などの再生可能エネ
ルギーを電源構成の主力とすることが必要です。しかし、石炭中心
の現段階からの急速な移行は、コスト・技術的な面で難しく、2030
年時点では、石炭を天然ガスで代替する形での温室効果ガス軽減
が現実的だと考えられています。

経済産業省の「長期エネルギー需給見通し」（2015年）によれば、
2030年の電源構成として、天然ガスが全体の4分の1以上を占める
ことが想定されています。
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* 出典:経済産業省（2015）「長期エネルギー需給見通し」を加工して作成
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当社のPGA樹脂は、シェールガス・オイルの効率的な採掘を支援し、エネルギーの
安定供給に貢献します。

特集 クレハ製品
の社会的価値 ②

エネルギー



天然ガスが、世界のエネルギー市場を変えつつあります。
2000年代以降、従来は不可能だった地中深く（2,000m以下）

のシェール層*1にあるガス・オイルの採掘が、技術の進歩により米
国で初めて可能になり、米国は資源国の道を歩み出しました。
シェール層は世界中に存在しているので、天然ガスの供給は今後
世界的に増加し続けていくことが見込まれています。

また、2016年発効のパリ協定で、気温上昇の阻止に向けて
すべての国が具体的行動を起こすことを取り決めましたが、その
一つとして天然ガスの利用が注目されています。天然ガスは、石炭
と比較して燃焼時のCO2排出が40％少なく、酸性雨の原因と
なるSOx*2も全く排出しない特性があるからです。

このような需要と供給を背景として、各国で天然ガスをエネルギー
ミックス*3の主要燃料とする動きが始まっており、IEA（国際エネル
ギー機関）は、2040年には2016年比で天然ガスの需要が世界で
1.5倍程度になると予想しています*4。それにともない、天然ガス
の安定した調達・確保の動きが高まっており、同時に、採掘の効率
化も求められています。

*1 シェール層：堆積面に沿って薄い層状に割れる性質を持つ、泥岩の一つ（頁岩（けつがん））。層の
すき間に炭化水素を含み、シェールガスやシェールオイルを回収することができる。

*2 SOx：硫黄酸化物
*3 エネルギーミックス：一国の最適な発電用燃料の構成
*4 出典：IEA (International Energy Agency) (2018) World Energy Outlook 2017 

Excerpt - Outlook for Natural Gas

社会的課題
すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的な
エネルギーへのアクセスを確保する。

（SDGs 目標7）

社会的課題の解決に求められる技術課題
今後需要が拡大する天然ガスの採掘の安定化技術が求めら
れます。

シェール層からのガス・オイル採掘では、坑井（こうせい）から
横方向に超高圧の水を注入し、人工的な亀裂を生じさせる水圧
破砕と呼ばれる作業を行います。この時、水の通り道をふさぐ仕切り
役としてプラグが必要になります。プラグは、高水圧に耐える必要
性から、金属製や非分解性の樹脂製が主流ですが、作業後にガス・
オイルを回収する際の障害物になるため、地中からプラグを回収
しなければなりません。

一方、当社PGA樹脂製のプラグは、高い強度とともに、CO2と水
に分解される性質をもったプラスチックでできています。つまり、
地中の水と反応して完全に溶けてなくなるため、水圧破砕後の回収
作業が不要になり、掘削コストの削減と工期を短縮することが可能
になります。

また、分解後に残るものがCO2と水だけなので、地中環境への
負荷が最小限にとどめられます。

クレハ製品が提供する解決策
PGA（ポリグリコール酸）樹脂製プラグは、シェール資源採掘
における工期短縮とコスト削減に貢献しています。

シェア拡大に向け、当社では製造・性能・販売それぞれにおいて、
下記の戦略を推進していきます。

製造：固有技術（重合、加工）のブラッシュアップ
性能：低温分解性などの顧客が求める性能への対応
販売：他社との協業を進めるとともに、さらなる事業拡大

中計Kureha’s Challenge 2018
圧倒的な差別化技術でお客様へのソリューションを提供し、
シェールガス・オイル掘削市場での浸透・シェア拡大を目指し
ます。

PGA樹脂は、1930年代に米国の化学会社の研究により知ら
れることになった素材ですが、分解性が非常に高い不安定な性質
のため大量生産に向いておらず、高価な素材として、手術用縫合糸
などの限られた用途で小規模生産されていた素材でした。

クレハとPGA樹脂の関わりは、1994年に分解性プラスチックス
の研究を進めていた当社研究員が、試作したPGA樹脂の優れた
物性の高さに着目し、未確立だった工業的生産の探求に魅せら
れたことに始まります。当社は数年の試行錯誤を経て、独自の工程
を考案し、世界で初めて、分解性を保ちながら高い成型性をもった
PGA樹脂の大量生産技術を開発することに成功しました。

そして、2002年にいわき事業所に年産100トンのパイロット
プラントを設置、2011年には米国ウェスト・バージニア州のデュポン
社（現ケマーズ社）のBelleプラントの一角に、年産4,000トン規模
の商用プラントを設置しました。

しかし、PGA樹脂の大量生産に成功したものの、その用途探索
には紆余曲折がありました。転機を迎えたのは2010年に、シェール
ガス・オイルの掘削技術に関わる米国企業から、PGA樹脂が掘削
用プラグの素材として使えるのではないかとの提案を受けたこと
がきっかけです。このことを契機に、当社はシェールガス・オイルの
掘削用途でPGA樹脂の事業化を本格的に開始しました。

以来、シェール掘削機器市場においてシェアを獲得するために、
米国の多くのシェール関連会社からの強度や分解性の要求に対応
しながらPGA樹脂の改良を続けています。比較的新しい素材と
製品のため、シェアはまだ大きくはありませんが、今後分解性の
プラグが主流になっていくよう取り組んでいきます。

課題解決の価値創造ストーリー
PGA樹脂の大量生産に世界で初めて成功したクレハは、用途
を探索する中で、シェール資源採掘にビジネスチャンスを見出
しました。

シェール層の水圧破砕法のイメージ図商品イメージ図

天然ガスの長期展望
2016年に発効したパリ協定では、すべての国連参加国を対象と

して、地球温暖化による気温上昇を抑制するための行動のルール
が定められました。日本でもパリ協定に従い、温室効果ガスを
2030年度までに2013年度比で26％削減し、2050年には80％削
減するという政府目標を掲げています。

2050年の目標の達成には、太陽光や風力などの再生可能エネ
ルギーを電源構成の主力とすることが必要です。しかし、石炭中心
の現段階からの急速な移行は、コスト・技術的な面で難しく、2030
年時点では、石炭を天然ガスで代替する形での温室効果ガス軽減
が現実的だと考えられています。

経済産業省の「長期エネルギー需給見通し」（2015年）によれば、
2030年の電源構成として、天然ガスが全体の4分の1以上を占める
ことが想定されています。
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当社のPGA樹脂は、シェールガス・オイルの効率的な採掘を支援し、エネルギーの
安定供給に貢献します。

特集 クレハ製品
の社会的価値 ②

エネルギー



世界全体で人の消費向けに生産された食料のうち、およそ３分
の１が何らかの形で食べられることなく廃棄されており、その量は
年間約13億トン*1と試算されています。日本では、1年間に約
2,842万トン*2の食料を廃棄しており、このうち、まだ食べられる
けれども捨てられてしまう食品、いわゆる食品ロスは約646万トン*3

と試算されています。この量は、世界全体で実施されている食料
援助量350万トン*4のおよそ2倍にあたります。

食品廃棄は、食料生産に費やされた資源が無駄に使われている
ことを意味しており、経済的損失に加え環境負荷への影響が大きい
とされています。そのため、貧困対策や食糧安全保障の点で極めて
重要な世界的な課題です。

食品廃棄は、生産から消費にいたるフードサプライチェーンの
さまざまな段階で発生しています。食料の廃棄の削減に向けては、
このサプライチェーンの各段階に応じた対策が必要であり、その
国や地域の実情に合った取り組みが求められます。

日本では、官民をあげて食品ロス削減国民運動（NO-FOOD 
LOSS PROJECT）を推進しており、「もったいない」発祥国として世界
に日本の取り組みを発信しています。食品ロスの削減に向けては、
一人ひとりの意識・行動改革が重要であることに加えて、賞味期限
の延長や鮮度保持期間を延長可能にする食品包装技術の活用が
重要な役割を果たしています。

*1 出典：国際連合食糧農業機関（FAO）（2011）「世界の食料ロスと食料廃棄」
*2,3 出典：環境省「我が国の食品廃棄物等及び食品ロスの量の推計値（平成27年度）等の公表について」

（https://www.env.go.jp/press/105387.html）
*4 出典：国連世界食糧計画（WFP）「数字で見る国連WFP 2016年」
    （http://ja.wfp.org/content/2016_ann_rep_japanese）

社会的課題
持続可能な生産消費形態を確保する。

（SDGs 目標12）

2030年までに小売・消費レベルにおける世界全体の一人当
たりの食料の廃棄を半減させ、収穫後損失などの生産・サプ
ライチェーンにおける食料の損失を減少させる。

（SDGs ターゲット 12.3）

社会的課題の解決に求められる技術課題
食品ロスの削減に向けて、食品包装技術の活用が期待されて
います。

食品は、劣化して食べられなくなると廃棄されますが、劣化する
原因はさまざまです。しかし、酸化や乾燥が原因である場合には
酸素や水蒸気を通しにくくする包装技術によって、食品の劣化を
遅らせることができます。
「NEWクレラップ®」は、PVDC（ポリ塩化ビニリデン）を原料に

して作られた家庭用ラップです。PVDCは、他素材のラップと比較
して、酸素を通しにくい特徴（酸素バリア性）があり、食品の酸化を
防ぐ効果があります。また、水蒸気も通しにくいため、食品の乾燥
を防ぎ、みずみずしさを保ちます。その他、食品の香りを保って他
の食品ににおいがうつるのを防いだり、熱に強い特徴からそのまま
電子レンジに使用できるなど、食品の保存に非常に適している素材
です。

PVDCでできたラップを使うことで、鮮度とみずみずしさを保った
まま食品を保存することができ、食品の「もったいない」廃棄の削減
につなげることができます。

クレハ製品が提供する解決策
「NEWクレラップ®」は、食品の鮮度とみずみずしさを保つこと
ができるラップです。

「NEWクレラップ®」は、『いちばんうれしいラップになろう！』を
コンセプトとして、これからもユーザーフレンドリーを追求し続けて
いきます。

また、東南アジアを中心に、使いやすさやポリエチレン製ラップと
の性能の違いを伝える活動を活発化し、海外でのラップ文化の
醸成および需要拡大を推進していきます。

中計Kureha’s Challenge 2018
ブランド力向上と「NEWクレラップ®」のグローバル展開を
推進していきます。

PVDCは、1933年に米国企業が開発した合成樹脂ですが、
当社は1950年代に自社技術での生産を開始しました。

当初は、主に繊維用途の開発が進められ、優れた耐薬品性を
生かしたろ布や、低い吸水性と比重が大きい（水に沈みやすい）
性質を生かした漁網として使用されました。その後、用途拡大を
探索する中で、優れたガスバリア性に着目し、食品包装材用途として
フィルムの開発が進められ、魚肉ソーセージ・ハム用の包装材料

（クレハロンフィルム）が開発されました（詳しくは、右記のクレハロン
フィルムの紹介を参照）。

初期のフィルムには、わずかながら臭いがついており、ソーセージ
のような香辛料の効いた食品のみにしか使用できませんでしたが、
無臭フィルムの開発に成功したことにより、かまぼこ、豆腐、味噌、
煮豆などの食品包装にも用途が拡大し、家庭用食品包装材の
商品化も可能になりました。そして、1960年に、日本初となる
家庭用ラップ「クレラップ®」の販売を開始しました。

発売当初は、思うように売り上げが伸びませんでしたが、その
後冷蔵庫と電子レンジの普及にともない、「クレラップ®」は一般
家庭に浸透していきました。　　

1989年、「クレラップ®」はパッケージなどを一新し、商品名も
「NEWクレラップ®」になりました。

課題解決の価値創造ストーリー
当社が培ってきた高度な高分子重合技術と人財により、
PVDCの自社技術での生産に成功し、日本初となる家庭用
ラップの販売を開始しました。

食品保存の例

ペースト状のアボカドを24時間保存（評価条件：5℃）

NEWクレラップ®で包み保存 ポリエチレン製のラップで包み保存

（当社樹脂加工研究所にて試験）

アボカドは、酸素に触れる（酸化する）と褐色に変色する食材です。「NEWクレラップ®」で包まれ
たペースト状のアボカド（左図）は、ポリエチレン製のラップで包まれた場合（右図）と比較して、
変色が抑えられることがわかります。

災害時に、「NEWクレラップ®」などのクレハ家庭用品を提供し、市民生活

の早期安定と復興を支援する協定を茨城県小美玉市、福島県と締結しま

した。詳しくは、「災害時の物資供給支援」（p.33参照）をご覧ください。

地域の皆様とともに

当社のクレハロンフィルムは、
戦後の栄養不足を支え、
今も食品廃棄の削減に貢献しています。

クレハロンフィルムは、「NEWクレラップ®」と同じ原料である
PVDC製のフィルムであり、主にレトルトソーセージの包装に使用され
ています。高温高圧殺菌に対応できるため、ソーセージの常温での
輸送や長期保存が可能となり、戦後の冷蔵設備が不足している中
でも広く普及し、当時の日本の貴重な蛋白源として重宝されました。
現在でもソーセージは、保存期間が長い手軽な食材として利用され、
食品廃棄の削減に貢献しています。

クレハロンフィルム使用例

×

ニーズ

知的・製造資本
・塩の電気分解技術
・塩素取り扱い
・高度重合化技術

社会関係資本
・小売店、お客様と

のつながり

人的資本
・経験が蓄積された 

研究技術者

Kureha’s
Challenge
2018

・ブランド力向上
・グローバル展開

樹脂製品
家庭用ラップ

「NEW クレラップ®」

社会に提供する価値
・食料の廃棄の削減により持続

可能な生産消費形態に貢献
・豊かな食生活とQOL*の向上に貢献

クレハグループ
「NEW クレラップ®」で

安定的な収益を確保

* QOL：Quality of Life（生活の質）
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クレハグループは、毎日の生活を便利で快適にする食品包装材料の提供を通じて、
無駄のない豊かな食生活をサポートしていきます。

特集 クレハ製品
の社会的価値 ③

ライフ



世界全体で人の消費向けに生産された食料のうち、およそ３分
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*1 出典：国際連合食糧農業機関（FAO）（2011）「世界の食料ロスと食料廃棄」
*2,3 出典：環境省「我が国の食品廃棄物等及び食品ロスの量の推計値（平成27年度）等の公表について」

（https://www.env.go.jp/press/105387.html）
*4 出典：国連世界食糧計画（WFP）「数字で見る国連WFP 2016年」
    （http://ja.wfp.org/content/2016_ann_rep_japanese）
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