
＝研究開発は、技術開発型企業であるクレハの根幹です。＝
1944年の創業以来、当社は自社技術にこだわり、モノづくりを続けてきました。「有機合成技術」「高分子技術」「炭素制御技術」「分析・

評価技術」「プロセスエンジニアリング技術」といったコア技術を駆使して、独自の開発を進めてきました。開発したモノは、時に形を変え、
役割を変え、人々の暮らしの中で息づいています。「どこにも無ければ、創ればいい“ナケレバ、ツクレバ”」、世の中が変わっても、その
精神は変わりません。

そして現在、当社が強みを持つ技術を活用できる「環境」「エネルギー」「ライフサイエンス」「電子」「モビリティ」などを研究開発の重点領域
と位置付けて、地球環境や人々の暮らしに役立つソリューションを提供し、社会に貢献していくことを目指しています。

独自技術にこだわる原体験
■ 食品包装材料；ポリ塩化ビニリデン（PVDC） 「クレハロン」「NEWクレラップ」
　戦後の荒廃の中、当社が最初に軌道に乗せたか性ソーダ事業、その過程で併産される
大量の塩素の有効利用を模索する中で誕生したのが、当社のポリ塩化ビニリデンです。
米国からの技術導入がかなわず、「それならば、自分たちでやろう！」と必死に研究を重ねた
結果、新たな懸濁重合法を発見し、その生産技術を確立しました。
　1951年、当社は、このポリ塩化ビニリデンを「クレハロン」と名付け、食品包装材市場
へ送り出しました。初期の「クレハロン」にはわずかなニオイがありましたが、技術者たち
のたゆまぬ努力で臭わないフィルムの製造に成功し、食品包装に広く使用されるよう
になりました。常温での流通および長期保存が可能なレトルトソーセージの包装にも
使用され、戦後の食料供給事情の改善に貢献しました。
　一方、1960年には日本初の家庭用ラップ「クレラップ」の開発に成功し販売にいた
りました。現在、世界での食料廃棄は年間約13億トン、日本での食品ロスは約646万
トンと試算されています。「NEWクレラップ」は、鮮度とみずみずしさを保ったまま食品
を保存することで、食品の「もったいない」廃棄の削減にも貢献しています。

■ リチウムイオン電池用バインダー；ポリフッ化ビニリデン（PVDF） 「KFポリマー」
これまで培ってきた合成樹脂の重合化技術、評価技術、そして、さまざまなノウハウ

をベースに、当社は、ポリフッ化ビニリデンの研究にも着手しました。そして、再び、新たな
懸濁重合法を確立し、1970年、ポリフッ化ビニリデン「KFポリマー」の国内初の工業
生産をはじめました。

この「KFポリマー」は、当初、釣糸が主な用途でしたが、その後、高い耐熱・耐食・耐候性
を活かして、化学プラントのバルブ・継手などの成型品、太陽電池用保護フィルム、水
処理用中空糸などに用途が拡がりました。

そして、加工性、接着性・結着性、電気化学的な安定性、優れたリチウムイオンの透過
性が評価され、1991年に、世界で初めて実用化されたリチウムイオン電池のバインダー
用途として採用されました。リチウムイオン電池は、当初、パソコンやAV機器用に使用
されていましたが、現在では電気自動車などにも幅広く利用されています。当社は、
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つ
とともに、電気自動車などの普及を通して地球温暖化の緩和にも貢献しています。

■ シェールオイル・ガス掘削用プラグ素材；ポリグリコール酸（PGA）「クレダックス」
ポリグリコール酸（PGA）は、1930年代、米国化学会社により誕生した素材ですが、

長い間、量産できる生産技術は開発されず、手術用縫合糸などの限られた用途で小規模
に生産されていました。

当社とこのPGAとの出会いは、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の優れた物性に魅せられ、確立されていなかった工業的生産法の研究
に着手したことに始まります。数年の試行錯誤を経て、独自の製造プロセスを確立し、
世界で初めて大量生産技術の開発に成功しました。当社は、2002年からパイロット
プラント、2011年からは商用プラントを稼働させ、工業
生産を行っています。

現在、PGAは、分解性、強度、バリア性といった特徴を
活かして、シェールオイル・ガス掘削に使用されるプラグ
素材として利用されており、掘削の工期短縮とコスト
削減に寄与しています。

魚肉ソーセージに使用された「クレハロン」

PGA利用のプラグ（イメージ図）

「KFポリマー」利用のバルブ

リチウムイオン電池（イメージ図）

発売当初の「クレラップ」

“Niche”&“Global No.1”
世の中にない価値をデザインし続けるクレハDNA

■ クレハグループの研究開発方針

シェール層の水圧破砕法のイメージ図
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中計｢Kureha’s Challenge 2020｣（2019～2020年度）において、研究開発本部は、ありたい姿を下記のように設定しています。
　①継続的な研究開発投資を行い、競合に負けない圧倒的な既存製品の差別化を推進する。
　②新規事業の創出・新製品の上市により利益の増大に貢献し続ける。
この実現に向け、研究員一人ひとりに対して、「旺盛な好奇心を持って外に飛び出し、お客様とコンタクトし、自ら真の課題やニーズを収集し

他社に先駆けてその解決策を見い出し、製品を提供すべく取り組んでいく」ことを求めています。

研究開発方針

クレハグループとしての研究開発は、クレハが主体となって取り組んでいます。研究開発本部は、研究企画部の運営管理のもと、中央研究所、
有機合成研究所、プロセス開発研究所、医療材料研究所、樹脂加工研究所の５研究所と特別研究室の体制で、関連する事業部・製造部
と連携しながら、研究開発を進めています。

また、社長直轄の新事業創出プロジェクトには、研究開発部門からも若手研究員を送り出し、プロダクトアウト・マーケットインの両面から
将来のクレハグループを支える新事業の創出を進めています。

研究開発体制

研究開発課題　①既存事業の強化

中計｢Kureha’s Challenge 2020｣では、2年間で130億円
の投資計画を策定しています。これにより、①新規事業テーマの
探索・開発を加速、②加工技術力の強化および川下展開の強化、
③新規農薬の開発を加速、④他社や大学等との共創の推進を
図っています。

また、研究員の増員を推進するとともに、継続的に技術系総合職
の採用に注力することで、新規開発に充てるヒューマンリソースを
拡充しています。

研究開発投資

研究開発施設「中央研究棟」

［ 年度 ］

［ 百万円 ］

■ クレハグループ研究開発費

■ 研究開発体制（2020年4月現在）

■ 既存事業の強化と川下展開
市場の変化に対応しながら持続的に成長していくために、

事業の中でも、特に、機能製品のコスト競争力や事業収益力を
高めるべく、既存製造設備の生産性向上および効率化を最
重要課題として、事業部門、生産部門および企画部門と連携
して、その技術開発に取り組んでいます。

また、自社技術開発に加え、外部資源の活用や大学との共同
研究開発も進め、高付加価値製品の川下分野へも展開を図って
いきます。

■ 革新的プロセス開発
合成樹脂の製造においては、安全と環境に配慮した製造プロ

セスを基本方針とし、革新的な製造プロセスの開発により、
高付加価値ポリマーの安価製造を目指しています。そのため
に必要なプロセス実験棟やいくつかのパイロットプラントなど
も完成しており、現在、実用化に向けた展開を加速しています。

■ デジタル化の推進
デジタル化推進プロジェクトと連携して、これまでに蓄積された

データ、知見、経験を課題解決に導く頭脳（コンピューターと
情報科学を融合したツール）にすべくシステム構築を進めてい
ます。加えて、研究活動の省力化、早期化にも取り組んでいます。

研究開発課題　②新規事業開発

■ 新事業創出プロジェクト
クレハが持続的に成長するために不可欠な新事業のテーマ

探索を目的に、2014年度、社長直轄のプロジェクトとして発足
しました。新たな事業の立ち上げには、長い年数を要すること
から、専任メンバーで構成し、「世界一の技術イノベーションを
ベースとする新事業の創出」をコンセプトに研究開発本部とも
連携を密にして活動しています。

本プロジェクトでは、当社保有技術の活用を図りながらも、
外部の研究機関などとの共同開発や技術導入を積極的に進め、
新たな発想でテーマ探索をしています。

2015年3月、当社の主要な研究開発拠点である中央研究棟
を、福島県いわき事業所内に建設しました。

開放的なエントランス、オープンディスカッションを生み出す
コラボレーションスペース、機能的かつ効率的な研究室レイ
アウト、大部屋方式の居室などを設置し、研究員間のコミュニ
ケーション向上によるシナジー効果の創出をコンセプトに設計
されています。

また、環境にやさしい排気処理設備や研究員の安全と作業
環境に配慮した最新の局所排気装置を採用し、体が不自由な
方の作業環境にも配慮した人にやさしい研究所です。

ロビーやデッキスペースには、研究所員以外の方も入室可能
で、さまざまな部署の従業員との交流がなされています。

■ 中央研究所（いわき地区）
研究開発部門の中枢機能として、高分子材料、機能材料、電池

材料などに関する研究開発を担うとともに、専門的な分析・評価
技術で各研究所を支援しクレハの開発力を支えています。

■ 有機合成研究所（いわき地区）
有機合成技術により、新規農薬や新規化学品の研究開発を進

め、農業や産業の基盤を支えることを目指しています。

■ プロセス開発研究所（いわき地区）
当社開発品の効率的な製造プロセスの開発に取り組み、省エネ・

低コスト化を通じた市場競争力強化を追求しています。

■ 医療材料研究所（東京地区）
新規医療材料の探索、評価と製品化に関する研究を進め、医療

現場のニーズに応えたモノづくりを目指しています。

■ 樹脂加工研究所（茨城地区）
当社独自技術で開発したさまざまな樹脂製品の改良、より付加

価値の高い加工製品への展開を目指した研究開発の推進および
加工系グループ会社の技術を支援しています。

■ 安全性研究・評価センター（東京地区）
当社開発品のライフサイクルにわたる化学物質安全性を評価し、

健康と環境に配慮した安心できる商品づくりを支えています。

■ 知的財産部（→p18）
■ 新事業創出プロジェクト（→p15）

■ ボーン・エッグ・トライアル
新事業を生み出す分母となるテーマを増やすことを目的に、研

究員らが所属する研究室とは関係なくチームを作り、1年間か
けて新規開発テーマを検討し提案する仕組みです。いくつか
の有望なテーマが見い出され、研究を継続しています。
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TOPICS①
ＰＧＡが日化協技術特別賞を受賞

2019年5月、第51回日本化学工業協会（以下、日化協）技術
賞において、当社の「高分子量ポリグリコール酸（PGA）の製造
技術開発と新市場開拓」が技術特別賞に選定されました。

日化協技術賞は、優れた化学技術の開発や工業化によって、
化学産業ならびに経済社会の発展に寄与した事業者を表彰
する制度です。

世界で初めてPGAを工業的に量産化する製造技術を確立
したことに加えて、機械強度やガスバリア性、生分解性など、
PGAの持つ優れた特性を活かせる用途を開発し、シェールオイル・
ガスの掘削プロセスにおいて、顧客のコスト削減と生産効率の
向上に貢献していることが評価され、受賞につながりました。

技術賞授与式

Born
Egg
Trial

探索
Stage

研究テーマ化事業化検討
Stage

事業
Stage

15 KUREHA CSR REPORT 2020 16KUREHA CSR REPORT 2020

〈特集〉 クレハの研究開発
ー 方針、課題、体制 ー



中計｢Kureha’s Challenge 2020｣（2019～2020年度）において、研究開発本部は、ありたい姿を下記のように設定しています。
　①継続的な研究開発投資を行い、競合に負けない圧倒的な既存製品の差別化を推進する。
　②新規事業の創出・新製品の上市により利益の増大に貢献し続ける。
この実現に向け、研究員一人ひとりに対して、「旺盛な好奇心を持って外に飛び出し、お客様とコンタクトし、自ら真の課題やニーズを収集し

他社に先駆けてその解決策を見い出し、製品を提供すべく取り組んでいく」ことを求めています。

研究開発方針

クレハグループとしての研究開発は、クレハが主体となって取り組んでいます。研究開発本部は、研究企画部の運営管理のもと、中央研究所、
有機合成研究所、プロセス開発研究所、医療材料研究所、樹脂加工研究所の５研究所と特別研究室の体制で、関連する事業部・製造部
と連携しながら、研究開発を進めています。

また、社長直轄の新事業創出プロジェクトには、研究開発部門からも若手研究員を送り出し、プロダクトアウト・マーケットインの両面から
将来のクレハグループを支える新事業の創出を進めています。

研究開発体制

研究開発課題　①既存事業の強化

中計｢Kureha’s Challenge 2020｣では、2年間で130億円
の投資計画を策定しています。これにより、①新規事業テーマの
探索・開発を加速、②加工技術力の強化および川下展開の強化、
③新規農薬の開発を加速、④他社や大学等との共創の推進を
図っています。

また、研究員の増員を推進するとともに、継続的に技術系総合職
の採用に注力することで、新規開発に充てるヒューマンリソースを
拡充しています。

研究開発投資

研究開発施設「中央研究棟」

［ 年度 ］

［ 百万円 ］

■ クレハグループ研究開発費

■ 研究開発体制（2020年4月現在）

■ 既存事業の強化と川下展開
市場の変化に対応しながら持続的に成長していくために、

事業の中でも、特に、機能製品のコスト競争力や事業収益力を
高めるべく、既存製造設備の生産性向上および効率化を最
重要課題として、事業部門、生産部門および企画部門と連携
して、その技術開発に取り組んでいます。

また、自社技術開発に加え、外部資源の活用や大学との共同
研究開発も進め、高付加価値製品の川下分野へも展開を図って
いきます。

■ 革新的プロセス開発
合成樹脂の製造においては、安全と環境に配慮した製造プロ

セスを基本方針とし、革新的な製造プロセスの開発により、
高付加価値ポリマーの安価製造を目指しています。そのため
に必要なプロセス実験棟やいくつかのパイロットプラントなど
も完成しており、現在、実用化に向けた展開を加速しています。

■ デジタル化の推進
デジタル化推進プロジェクトと連携して、これまでに蓄積された

データ、知見、経験を課題解決に導く頭脳（コンピューターと
情報科学を融合したツール）にすべくシステム構築を進めてい
ます。加えて、研究活動の省力化、早期化にも取り組んでいます。

研究開発課題　②新規事業開発

■ 新事業創出プロジェクト
クレハが持続的に成長するために不可欠な新事業のテーマ

探索を目的に、2014年度、社長直轄のプロジェクトとして発足
しました。新たな事業の立ち上げには、長い年数を要すること
から、専任メンバーで構成し、「世界一の技術イノベーションを
ベースとする新事業の創出」をコンセプトに研究開発本部とも
連携を密にして活動しています。

本プロジェクトでは、当社保有技術の活用を図りながらも、
外部の研究機関などとの共同開発や技術導入を積極的に進め、
新たな発想でテーマ探索をしています。

2015年3月、当社の主要な研究開発拠点である中央研究棟
を、福島県いわき事業所内に建設しました。

開放的なエントランス、オープンディスカッションを生み出す
コラボレーションスペース、機能的かつ効率的な研究室レイ
アウト、大部屋方式の居室などを設置し、研究員間のコミュニ
ケーション向上によるシナジー効果の創出をコンセプトに設計
されています。

また、環境にやさしい排気処理設備や研究員の安全と作業
環境に配慮した最新の局所排気装置を採用し、体が不自由な
方の作業環境にも配慮した人にやさしい研究所です。

ロビーやデッキスペースには、研究所員以外の方も入室可能
で、さまざまな部署の従業員との交流がなされています。

■ 中央研究所（いわき地区）
研究開発部門の中枢機能として、高分子材料、機能材料、電池

材料などに関する研究開発を担うとともに、専門的な分析・評価
技術で各研究所を支援しクレハの開発力を支えています。

■ 有機合成研究所（いわき地区）
有機合成技術により、新規農薬や新規化学品の研究開発を進

め、農業や産業の基盤を支えることを目指しています。

■ プロセス開発研究所（いわき地区）
当社開発品の効率的な製造プロセスの開発に取り組み、省エネ・

低コスト化を通じた市場競争力強化を追求しています。

■ 医療材料研究所（東京地区）
新規医療材料の探索、評価と製品化に関する研究を進め、医療

現場のニーズに応えたモノづくりを目指しています。

■ 樹脂加工研究所（茨城地区）
当社独自技術で開発したさまざまな樹脂製品の改良、より付加

価値の高い加工製品への展開を目指した研究開発の推進および
加工系グループ会社の技術を支援しています。

■ 安全性研究・評価センター（東京地区）
当社開発品のライフサイクルにわたる化学物質安全性を評価し、

健康と環境に配慮した安心できる商品づくりを支えています。

■ 知的財産部（→p18）
■ 新事業創出プロジェクト（→p15）

■ ボーン・エッグ・トライアル
新事業を生み出す分母となるテーマを増やすことを目的に、研

究員らが所属する研究室とは関係なくチームを作り、1年間か
けて新規開発テーマを検討し提案する仕組みです。いくつか
の有望なテーマが見い出され、研究を継続しています。
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TOPICS①
ＰＧＡが日化協技術特別賞を受賞

2019年5月、第51回日本化学工業協会（以下、日化協）技術
賞において、当社の「高分子量ポリグリコール酸（PGA）の製造
技術開発と新市場開拓」が技術特別賞に選定されました。

日化協技術賞は、優れた化学技術の開発や工業化によって、
化学産業ならびに経済社会の発展に寄与した事業者を表彰
する制度です。

世界で初めてPGAを工業的に量産化する製造技術を確立
したことに加えて、機械強度やガスバリア性、生分解性など、
PGAの持つ優れた特性を活かせる用途を開発し、シェールオイル・
ガスの掘削プロセスにおいて、顧客のコスト削減と生産効率の
向上に貢献していることが評価され、受賞につながりました。
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新事業創出プロジェクト発のテーマの学会発表
2019年5月、ベルギーのゲント国際会議場で開催された

IUPAC第14回農薬化学国際会議において、当社有機合成
研究所が「微生物由来の天然の界面活性剤(バイオサーファク
タント)」に関するポスター発表を行いました。これは新事業創出
プロジェクト発のテーマのひとつであり、バイオサーファクタント
を農薬補助剤に応用した研究です。

環境問題や食の安全に対する関心
の高まりを背景に、従来以上に環境
保全を重視した病害虫防除技術の
研究開発を進めていきます。研究開発のヒューマンリソース強化を図る一環として、当社は近年、毎年20名前後の技術系総合職社員を採用しています。若手人財層

が増えている中、技術系人財育成委員会が中心となって、すべての技術系人財を対象とした個別の育成・キャリア開発を支援しています。
また、変動の激しい市場において当社が生き残っていくためには、広い視点で物事の変化を見抜くことができる人財が不可欠です。風通し

が良く外向的な研究環境の構築を目的とし、社内の分野が異なる研究員間の交流や社外とのオープンイノベーションを推進しています。

技術系人財育成方針

当社では、事業に資する知的財産の保護・活用を目的に、下記を基本方針と定め、知的財産活動を進めています。

1.　事業計画を支援する知的財産戦略の構築と推進
2.　知的生産活動の成果の権利化とその有効活用ならびに他社知的財産権の障害排除と情報の提供
3.　クレハの知的財産権に関わる支援

知的財産戦略基本方針

TOPICS②

■ 2016-2018年度のクレハグループの
　 特許国内出願比率

■ PSTプログラム
技 術・研 究・製 造 職 系 総 合 職の新 入 社 員を対 象に、P S T

（Practical Skills Training）プログラムを実施しています。
本プログラムは、研究員は製造部で、製造部員は研究所で、１年

間にわたって業務に従事し、能力開発と意識強化を行うものです。
製造と研究のそれぞれを理解した上で、研究開発、エンジニアリング、
製造技術改良を機能、品質、コスト、安全性などを考慮しながら
進めることができる、自立した技術系人財の育成を図っています。

■ 社内論文審査制度
若手技術者を対象とした社内論文審査制度を1959年から継続

しています。本制度は、研究成果の「発表・提案・審査」の過程で自己
実現する場として、当社の文化になっており、挑戦する風土を構築
しています。また、本制度で得られた成果は、技術的財産になり、
新製品開発や既存製品の改良に寄与しています。

■ 社外協業（オープンイノベーション）
高分子材料分野において、基礎研究から応用研究まで魅力あふ

れる実績を有する国立大学法人山形大学との間に、2016年度、
包括的な産学連携推進に関する協定書を締結しています。

本協定は、山形大学とクレハ、相互の発展を図ることを目的として、
両者が有する知的・人的・物的資源の活用と、実施する事業への
協力の推進を取り決めるものです。共同研究活動、受委託研究、
インターンシップなどの人的交流を推進しています。

■ 海外留学制度
広い国際的視野と豊かな海外知識を備えた人財を育成すること

を目的として、従業員の海外留学を支援しています。選考された
従業員は、留学先で経営管理・生産技術・研究開発など、自身が
スキルアップしたい分野について専門的に学習し、帰国後は、海外
留学の経験を業務に活かしています。

■ 知的財産活動
当社の主な知的財産活動は、以下の通りです。
●研究開発の成果は積極的に出願権利化を行い、強固かつ

広範な特許網の構築による事業優位性の確保に取り組んで
います。

●製品ごとの定期的なクリアランス調査を実施することで、
他者知的財産権侵害の防止に努めています。

●研究開発の状況や進捗に応じた技術動向調査を実施し、
タイムリーで有用な技術情報収集によって研究開発の推進
をサポートしています。

●製品ごとの知的財産権関連費用について、研究所・事業部・
知的財産部の三者で毎年協議し、事業戦略に即した知的財
産活動を行っています。

■ 知的財産権の状況
(1) 地域別保有状況

クレハグループの事業はグローバルに展開していることから、
事業を展開する各国で特許を保有しています。保有数の多い国
は、日本、中国、米国、欧州および韓国です。保有国については、
事業戦略に基づき、製品展開や特許の内容を踏まえて決定して
います。

(2) 直近の特許出願状況
事業の競争優位を維持するためには、研究開発の成果を知的

財産権として確実に取得し、成果を保護することが不可欠です。
クレハグループの直近の特許出願は、注力分野である機能製品

（特にPGA、PVDF）が約４０％を占めています。また、注力して
いる新事業分野での特許出願は全体の約３０％に上ります。

TOPICS③
スタートアップ企業CTTへの出資

2019年7月、当社は、Cambridge Touch Technologies 
Limited（本社：英国ケンブリッジ市、以下「CTT」）のシリーズ
B*1資金調達のリードインベスターとして出資を行いました。

CTTは英国ケンブリッジ大学発のスタートアップ企業で、同社
が開発した独自の信号解析アルゴリズムと圧電性フィルムの
組み合わせによる、新たなタイプの3Dマルチタッチセンサーを
開発しています。この圧電性フィルムには当社の「KFピエゾ」
が検討されています。

当社は、中計の既存事業における重点施策の一つとして、
新たな用途開発、異なる領域への展開を掲げています。今回
の出資を通じてCTTとの連携を強化し、次世代型3Dマルチ
タッチセンサーの開発と用途展開に参画することにより、KF
ピエゾ事業の拡大を図ります。

= 人財育成 =
技術立社であり続けるクレハを支えるのは、人財に他ならないとの考えのもと、クレハは技術系人財の個性と挑戦を尊重する文化を大切

にしています。

■ 研究交流会
研究開発や技術開発の取り組みを、当社グループ内で共有化し、

技術や情報の交流を促進させ、研究開発を加速させることを目的
として、2013年度から毎年開催しています。

この交流会では、研究・製造・事業部・グループ会社の各部署が、
展示ブースにポスターを掲示し、取り組んでいる研究・技術の成果
を紹介し、さまざまな意見交換がなされています。

2019年度は、当社グループの次世代のものづくりの源泉となる
先端技術を集約し育てていくために、「技術立社の最前線」をコン
セプトに発表者を集め、22件の発表が行われました。

研究所配属者の
製造部勤務

山形大学との
協定書調印

＝ 知的財産 ＝

*1 2016年12月に行われた1回目の資金調達に続く、開発加速のための2回目の資金調達。

■ 機能製品
■ 新事業
■ 樹脂製品
■ 化学製品
■ 建設その他

40%

30%

22%

6%
2%
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新事業創出プロジェクト発のテーマの学会発表
2019年5月、ベルギーのゲント国際会議場で開催された

IUPAC第14回農薬化学国際会議において、当社有機合成
研究所が「微生物由来の天然の界面活性剤(バイオサーファク
タント)」に関するポスター発表を行いました。これは新事業創出
プロジェクト発のテーマのひとつであり、バイオサーファクタント
を農薬補助剤に応用した研究です。

環境問題や食の安全に対する関心
の高まりを背景に、従来以上に環境
保全を重視した病害虫防除技術の
研究開発を進めていきます。研究開発のヒューマンリソース強化を図る一環として、当社は近年、毎年20名前後の技術系総合職社員を採用しています。若手人財層

が増えている中、技術系人財育成委員会が中心となって、すべての技術系人財を対象とした個別の育成・キャリア開発を支援しています。
また、変動の激しい市場において当社が生き残っていくためには、広い視点で物事の変化を見抜くことができる人財が不可欠です。風通し

が良く外向的な研究環境の構築を目的とし、社内の分野が異なる研究員間の交流や社外とのオープンイノベーションを推進しています。

技術系人財育成方針

当社では、事業に資する知的財産の保護・活用を目的に、下記を基本方針と定め、知的財産活動を進めています。

1.　事業計画を支援する知的財産戦略の構築と推進
2.　知的生産活動の成果の権利化とその有効活用ならびに他社知的財産権の障害排除と情報の提供
3.　クレハの知的財産権に関わる支援

知的財産戦略基本方針

TOPICS②

■ 2016-2018年度のクレハグループの
　 特許国内出願比率

■ PSTプログラム
技 術・研 究・製 造 職 系 総 合 職の新 入 社 員を対 象に、P S T

（Practical Skills Training）プログラムを実施しています。
本プログラムは、研究員は製造部で、製造部員は研究所で、１年

間にわたって業務に従事し、能力開発と意識強化を行うものです。
製造と研究のそれぞれを理解した上で、研究開発、エンジニアリング、
製造技術改良を機能、品質、コスト、安全性などを考慮しながら
進めることができる、自立した技術系人財の育成を図っています。

■ 社内論文審査制度
若手技術者を対象とした社内論文審査制度を1959年から継続

しています。本制度は、研究成果の「発表・提案・審査」の過程で自己
実現する場として、当社の文化になっており、挑戦する風土を構築
しています。また、本制度で得られた成果は、技術的財産になり、
新製品開発や既存製品の改良に寄与しています。

■ 社外協業（オープンイノベーション）
高分子材料分野において、基礎研究から応用研究まで魅力あふ

れる実績を有する国立大学法人山形大学との間に、2016年度、
包括的な産学連携推進に関する協定書を締結しています。

本協定は、山形大学とクレハ、相互の発展を図ることを目的として、
両者が有する知的・人的・物的資源の活用と、実施する事業への
協力の推進を取り決めるものです。共同研究活動、受委託研究、
インターンシップなどの人的交流を推進しています。

■ 海外留学制度
広い国際的視野と豊かな海外知識を備えた人財を育成すること

を目的として、従業員の海外留学を支援しています。選考された
従業員は、留学先で経営管理・生産技術・研究開発など、自身が
スキルアップしたい分野について専門的に学習し、帰国後は、海外
留学の経験を業務に活かしています。

■ 知的財産活動
当社の主な知的財産活動は、以下の通りです。
●研究開発の成果は積極的に出願権利化を行い、強固かつ

広範な特許網の構築による事業優位性の確保に取り組んで
います。

●製品ごとの定期的なクリアランス調査を実施することで、
他者知的財産権侵害の防止に努めています。

●研究開発の状況や進捗に応じた技術動向調査を実施し、
タイムリーで有用な技術情報収集によって研究開発の推進
をサポートしています。

●製品ごとの知的財産権関連費用について、研究所・事業部・
知的財産部の三者で毎年協議し、事業戦略に即した知的財
産活動を行っています。

■ 知的財産権の状況
(1) 地域別保有状況

クレハグループの事業はグローバルに展開していることから、
事業を展開する各国で特許を保有しています。保有数の多い国
は、日本、中国、米国、欧州および韓国です。保有国については、
事業戦略に基づき、製品展開や特許の内容を踏まえて決定して
います。

(2) 直近の特許出願状況
事業の競争優位を維持するためには、研究開発の成果を知的

財産権として確実に取得し、成果を保護することが不可欠です。
クレハグループの直近の特許出願は、注力分野である機能製品

（特にPGA、PVDF）が約４０％を占めています。また、注力して
いる新事業分野での特許出願は全体の約３０％に上ります。

TOPICS③
スタートアップ企業CTTへの出資

2019年7月、当社は、Cambridge Touch Technologies 
Limited（本社：英国ケンブリッジ市、以下「CTT」）のシリーズ
B*1資金調達のリードインベスターとして出資を行いました。

CTTは英国ケンブリッジ大学発のスタートアップ企業で、同社
が開発した独自の信号解析アルゴリズムと圧電性フィルムの
組み合わせによる、新たなタイプの3Dマルチタッチセンサーを
開発しています。この圧電性フィルムには当社の「KFピエゾ」
が検討されています。

当社は、中計の既存事業における重点施策の一つとして、
新たな用途開発、異なる領域への展開を掲げています。今回
の出資を通じてCTTとの連携を強化し、次世代型3Dマルチ
タッチセンサーの開発と用途展開に参画することにより、KF
ピエゾ事業の拡大を図ります。

= 人財育成 =
技術立社であり続けるクレハを支えるのは、人財に他ならないとの考えのもと、クレハは技術系人財の個性と挑戦を尊重する文化を大切

にしています。

■ 研究交流会
研究開発や技術開発の取り組みを、当社グループ内で共有化し、

技術や情報の交流を促進させ、研究開発を加速させることを目的
として、2013年度から毎年開催しています。

この交流会では、研究・製造・事業部・グループ会社の各部署が、
展示ブースにポスターを掲示し、取り組んでいる研究・技術の成果
を紹介し、さまざまな意見交換がなされています。

2019年度は、当社グループの次世代のものづくりの源泉となる
先端技術を集約し育てていくために、「技術立社の最前線」をコン
セプトに発表者を集め、22件の発表が行われました。

研究所配属者の
製造部勤務

山形大学との
協定書調印

＝ 知的財産 ＝

*1 2016年12月に行われた1回目の資金調達に続く、開発加速のための2回目の資金調達。

■ 機能製品
■ 新事業
■ 樹脂製品
■ 化学製品
■ 建設その他
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2020年、社会や生活のあり方は大きく変化しました。 
私たちは気候変動や資源の枯渇、環境汚染、少子高齢化といったさまざまな課題に直面し、
10年後から30年後にはさらに深刻化するという予想もあります。
激動する時代に、技術開発型企業であるクレハは、未来に向かって何をすべきなのか̶̶。 
新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言発令中だった2020年5月中旬、
技術開発の最前線で活躍する6名の研究員がオンラインで語り合いました。

2030年から2050年の世界に向かって
クレハが「技術」でできること

座談会トークテーマ一覧

研究開発担当者座談会

プロセス開発研究所
第二プロセス開発研究室
［専門分野：化学工学］

池山 嘉子

*1　リチウムイオン二次電池：正極と負極の間をリチウム
イオンが移動することで充電や放電を行う二次電池

（蓄電池、充電池）のこと。スマートフォン、ノートパソ
コン、電気自動車などに使われている。

*2　パリ協定：2015年にパリで開かれた、温室効果ガス
削減に関する国際的取り決めを話し合う「国連気候
変動枠組条約締約国会議(通称COP)」で合意された
協定。「世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べ
て2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える努力をする」
といった世界共通の長期目標のもと、各参加国が独
自の目標を自主的に設定している。

有機合成研究所
農薬研究室

［専門分野：有機合成化学］

正野 大河

分　野 課　題 解決策のキーワード 

エネルギー 再生可能エネルギー エネルギー高効率化、バイオマス資源、新触媒

発生抑制、回収・貯蔵・有効利用（CCS、CCU）

生分解性プラスチック、プラスチック代替材料、マイクロプラスチック自動回収

水処理膜、浄化

蓄電容量アップ、電池安全性向上、生産コストダウン、微生物利用

省資源、ケミカルリサイクル、3R

医療機器、医療材料、センサー・IoT、介護技術、予防医療、遠隔医療

新規農地開発、作物収量アップ、海洋汚染防止・水産資源管理

温室効果ガス削減

海洋汚染

安全な水

新素材の開発

資源循環

医療・介護

食料不足

健康

人口増加

人とのふれあい、コミュニケーション手段孤独の深化生活

資源枯渇

環境

① 未来の洞察
10～30年後の「社会課題」を
予測する

̶̶ 皆さんには事前に、参考として未
来社会の姿や今後顕在化すると思われ
る課題をまとめた資料をお渡ししまし
た。研究者としてどんな社会課題が気
になっていますか。

池山　私は特に海洋汚染ですね。小学
生の頃に「ウミガメがプラスチックを食
べてしまい、命を落としている」という
内容の本を読んでから、ずっと気になっ
ている問題です。当社の主力製品の一
つであるポリグリコール酸（PGA）とい
う生分解性プラスチックに携わってい
たことも理由の一つです。海の中でも
自然に分解される素材です。

町　私は入社以来、医薬品や医療機器、
医療素材の研究をしていますが、やはり
医療に関わる問題が気になります。少
子高齢化は社会保険財政の逼迫だけで
なく、医療従事者の高齢化によるマンパ
ワー不足も引き起こします。新興国にお
ける医療も大きな課題だと思います。ま
ともな医療を受けられない人は、世界に
たくさん存在します。

今治　私の関心対象は環境汚染です。
プラスチックを扱う化学企業として、そ
れに由来する汚染を防ぐことはクレハ
の責務だと思います。クレハの製品は
食に関わるものが多いので、食料問題
も気になっています。

正野　私は食料に深く関わっている農

薬の研究をしていますが、社会的な課
題としては資源循環にも関心がありま
す。クレハが得意とする有機合成という
技術はさまざまなものを生み出せます
が、今後はリサイクルのための技術が求
められます。

四家　私もリサイクルに興味がありま
す。高分子合成技術をリチウムイオン二
次電池*1 に活用することが私の研究テ
ーマですが、蓄電池の材料は枯渇とい
う問題に直面しています。これからは蓄
電池のリサイクルにも取り組む必要が
ありそうです。個人的には、離れて暮ら
す親が年金を受給する年齢になったの
で、高齢化も気がかりです。

山口　私は在宅勤務中に今回のテーマ
について考えてみたのですが、オンライ
ンでコミュニケーションを取る技術が
進歩していくと、人とのふれあいの減少
によって「孤独の深化」という問題が生
じると思いました。これも個人的な話で
すが、新型コロナウイルスの影響で、連
休中に娘を両親に会わせられなかった
のがとても残念でした。

② 世の中への貢献
「クレハの研究員」として、
どう取り組むか

̶̶ 皆さんが取り上げた課題は、クレ
ハが価値を提供している「環境」「エネ
ルギー」「ライフ」の3分野のいずれか
に、深く関わっているようです。例えば

「環 境」の分野では、海洋汚染という
課 題が挙げられました。クレハの研究
員として、どんな解決方法が考えられる
でしょうか。

池山　当社の生分解性プラスチックであ
るPGAは非常に優れた材料ですが、製造
コストの点で、ストローのような日用品の
代用にはなりにくい現状です。他の用途
展開を通じて、製品開発を継続しつつ、貢
献できればと思います。

̶̶  温室効果ガスについてはいかが
でしょうか。

今治　新型コロナウイルスの影響で航
空機や自動車の利用が減り、それにと
もないCO₂排出量も減少していますが、
この状況がずっと続いてもパリ協定*2 

での削減目標を達成できないという話
を聞いたことがあります。つまり単純な
努力だけでCO₂はこれ以上減らないと
いうことですね。新しい技術による取り
組みが必要です。例えば、排出したもの
を分離回収して地中に埋める、あるい
は有効活用する、といった手段が考えら
れます。

̶̶ 環境問題では、資源の完全循環と
いう課題も挙がりましたね。

正野　先ほど話題になったPGAのよう
な自然に還る素材の開発も解決策とし
て有効ですが、別の選択肢もあるので
はないでしょうか。私は、資源の完全循
環とは「資源を人間社会の中だけで循
環させること」だと考えています。人間
が自ら回収し、積極的に再資源化する
ことが大切です。新技術で分解して、別
の製品として再生する。そんなリサイク
ルが理想だと思います。

紙面の都合で割愛しましたが、座談会では他にも多くの課題について話し合いました。
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ともな医療を受けられない人は、世界に
たくさん存在します。

今治　私の関心対象は環境汚染です。
プラスチックを扱う化学企業として、そ
れに由来する汚染を防ぐことはクレハ
の責務だと思います。クレハの製品は
食に関わるものが多いので、食料問題
も気になっています。

正野　私は食料に深く関わっている農

薬の研究をしていますが、社会的な課
題としては資源循環にも関心がありま
す。クレハが得意とする有機合成という
技術はさまざまなものを生み出せます
が、今後はリサイクルのための技術が求
められます。

四家　私もリサイクルに興味がありま
す。高分子合成技術をリチウムイオン二
次電池*1 に活用することが私の研究テ
ーマですが、蓄電池の材料は枯渇とい
う問題に直面しています。これからは蓄
電池のリサイクルにも取り組む必要が
ありそうです。個人的には、離れて暮ら
す親が年金を受給する年齢になったの
で、高齢化も気がかりです。

山口　私は在宅勤務中に今回のテーマ
について考えてみたのですが、オンライ
ンでコミュニケーションを取る技術が
進歩していくと、人とのふれあいの減少
によって「孤独の深化」という問題が生
じると思いました。これも個人的な話で
すが、新型コロナウイルスの影響で、連
休中に娘を両親に会わせられなかった
のがとても残念でした。

② 世の中への貢献
「クレハの研究員」として、
どう取り組むか

̶̶ 皆さんが取り上げた課題は、クレ
ハが価値を提供している「環境」「エネ
ルギー」「ライフ」の3分野のいずれか
に、深く関わっているようです。例えば

「環 境」の分野では、海洋汚染という
課 題が挙げられました。クレハの研究
員として、どんな解決方法が考えられる
でしょうか。

池山　当社の生分解性プラスチックであ
るPGAは非常に優れた材料ですが、製造
コストの点で、ストローのような日用品の
代用にはなりにくい現状です。他の用途
展開を通じて、製品開発を継続しつつ、貢
献できればと思います。

̶̶  温室効果ガスについてはいかが
でしょうか。

今治　新型コロナウイルスの影響で航
空機や自動車の利用が減り、それにと
もないCO₂排出量も減少していますが、
この状況がずっと続いてもパリ協定*2 

での削減目標を達成できないという話
を聞いたことがあります。つまり単純な
努力だけでCO₂はこれ以上減らないと
いうことですね。新しい技術による取り
組みが必要です。例えば、排出したもの
を分離回収して地中に埋める、あるい
は有効活用する、といった手段が考えら
れます。

̶̶ 環境問題では、資源の完全循環と
いう課題も挙がりましたね。

正野　先ほど話題になったPGAのよう
な自然に還る素材の開発も解決策とし
て有効ですが、別の選択肢もあるので
はないでしょうか。私は、資源の完全循
環とは「資源を人間社会の中だけで循
環させること」だと考えています。人間
が自ら回収し、積極的に再資源化する
ことが大切です。新技術で分解して、別
の製品として再生する。そんなリサイク
ルが理想だと思います。

紙面の都合で割愛しましたが、座談会では他にも多くの課題について話し合いました。

〈特集〉 クレハの研究開発
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2030年から2050年の世界に向かって
クレハが「技術」でできること

*3　マテリアルリサイクル：廃棄物を製品原料として再利
用するリサイクル方法。材料リサイクル、材料再生など
とも呼ばれている。

樹脂加工研究所
機能材加工研究室

［専門分野：
有機合成化学（核酸合成）］

山口 慧

医療材料研究所
医療材料評価・分析研究室

［専門分野：医薬品製剤技術］

町 佳樹
新事業創出プロジェクト

［専門分野：炭素材料化学、
有機金属化学］

今治 誠

中央研究所
機能材料研究室

［専門分野：材料化学］

四家 彩

人財

技術

IoT、AI

連携、交流

情報、知識

人生、家族

想像力、多角的な見方

時間

変化、脱皮

スピード

パッション

キーワード

池山　プラスチック系の製品では、マテ
リアルリサイクル*3 できているものはペ
ットボトルが主で、大半は廃プラスチッ
クを燃やして熱エネルギーとして利用
するサーマルリサイクルだと聞いたこと
があります。効率的なプラスチック製品
の分離回収技術の開発など、クレハの
技術でマテリアルリサイクルを促進して
いきたいですね。

̶̶ 二つ目の分野「エネルギー」につ
いてはどうでしょうか。クレハは蓄電池
の開発・製造にも関わっています。

四家　世界的にガソリン車から電気自
動車へのシフトが起こると言われてい
ますが、「蓄電池を製造する際に発生す
るCO₂量」と「ガソリン車から排出され
るCO₂量」を比較すると、今の技術では
五分五分という話を聞いたことがあり
ます。つまり、現在ある蓄電池の普及拡
大を図るだけでは十分ではなく、さらな
る電池の高性能化や蓄電池のリサイク
ルを促進することで、CO₂の削減やエ
ネルギー消費の効率化を進めていく必
要があるといえます。蓄電池の技術革
新に貢献するのも、クレハの役割では
ないでしょうか。

̶̶ 一つの方法だけにフォーカスする
のではなく、より大きな視点で捉える
必要があるということですね。次に、三
つ目の分野である「ライフ」についてお
話しください。医療と関連して、少子高
齢化や医療保険財政が話題になってい
ましたね。

町　医療従事者に対して高齢者や患者

の数が多くなりバランスが崩れる将来
に向けて、「今はこの治療法が主流だか
ら」という考え方自体を見直す必要を
感じています。より効率的な医療を実現
するには治療法を、少しずつでもいいの
で変えていかなければ。そこにクレハの
開発した素材などが役立つといいです
ね。当社は市場における川上での開発
は得意ですが、よりユーザーに近い川下
での価値創出はまだまだこれから。医
療についても同様だと思います。

̶̶ 新興国での医療についてはどうで
しょうか。

町　医療基盤が未成熟であることを考
えると、最先端の医療だけでなく、自然
科学現象を活用したローテクなものも
有効活用すべきだと考えています。

̶̶ これからのコミュニケーション、
孤独の深化の問題についてはいかがで
しょうか。

山口　バーチャルな世界ではなかなか
実現できないので、人とのふれあいを補
完するモノやサービスが必要と感じて
います。特に重要だと思うのが、身体的
で非言語的なコミュニケーションです。
私は趣味で社交ダンスと書道をしてい
ますが、社交ダンスは新型コロナウイル
スの影響でパートナーと練習すること
ができません。書道などの伝統的な芸
能・芸術は「継承」という問題がありま
す。これからの時代は、次の世代への伝
え方も大きく変わる。そういったコミュ
ニケーションを補完できる技術を確立
したいですね。

③ 研究の方向
未来のために
必要な「技術」や「姿勢」

̶̶ 課題解決を通じて社会に貢献す
るために、皆さん自身に、あるいはクレ
ハに、何が必要になるでしょうか。

町　今の常識が、10年後には大きく
変わっている可能性が高いと考えてい
ます。

山口　変化を受け入れる必要がありま
すね。

町　その時、クレハにはどんな技術が
あり、何ができて、どう社会に貢献で
きるのか… 。さまざまな事 業 分 野 か
ら、多角的にアプローチすることが重
要です。

四家　他の研究員が取り組む開発テー
マや技術的なノウハウを、社内でもっと
共有できると大きな財産になります。多
角的・多面的な知識になります。

池山　自分の専門分野の知識だけで
は、限界がありますからね。

山口　専門分野にとらわれず、新しい
分野へ脱皮していくことが重要ですよ
ね。そのためには、異分野で活躍する
方々と積極的にコミュニティを形成して
いくべきでは？

正野　異分野といえば…例えば当社
が農薬の製造で関わっている農業で
は、最近は遺伝子組換技術が注目され
ています。資源の循環という観点から
はとてもエコなリソースですが、クレ
ハが参入するためにはバイオケミスト
リー *4 の知識が必要。しかし、当社に
とっては技術力の十 分ではない分野
です。

池山　外部連携だけでなく、社内にバ
イオケミストリーに詳しい人財を育成す
ることも重要になりますね。

四家　当社には「研究の工数の一部を
自分の関心のある研究に使っていい」と
いう取り組みがあります。今日話し合っ
たことを、この取り組みをうまく使いな
がら開発できるといいですね。

今治　そうですね！　そして事業化し
ていくことも考えないと。そのために
は、正しい現状把握が不可欠です。現状
の捉え方によって、課題設定もコンセプ
トづくりも、大きく変わります。ここで
間違えると、社会貢献につながらなくな
ります。

④ ポストコロナ
「変化の時代」に求められること

̶̶ それでは、最後のトークテーマです。

社会や暮らしが大きく変化する「ポスト
コロナ」の時代において、クレハや研究
員には何が求められると考えますか。

正野　予測不可能なことに備えるのは
難しいですが、臨機応変に動けた企業
もあります。クレハにも、有事に備えた

「引き出し」が必要と感じました。

町　変化に対応するためには、平時の
企業としてのゆとりが大切だと思いま
す。先ほどの「工数の一部を」という話
も、一種のゆとりですよね。

̶̶  コミュニケーションの面ではどう
でしょうか。

今治　人と人の接触は難しくなりまし
たが、オンラインでつながることが増え
ました。海外の方とも頻繁にやりとりで
きるようになったのは、大きな変化だと
思います。

四家　学会やセミナーもリモートで開
催され、移動がなくなったので参加しや
すくなりました。在宅勤務も一気に普及
しましたが、工場の製造担当者などは
出社する必要があります。製造現場な

ども含めて新しい働き方を考えていく
べきではないでしょうか。

̶̶ 技術開発型企業として、あるいは
研究員としては、どんなことが必要でし
ょうか。

池山　ポストコロナの時代は「非接触」
がキーワードになるのでは？　センサ
ー技術が発達しそうです。クレハとして
も、素材開発など製品を通じて貢献で
きればと思います。

山口　私は「自分と他人は表裏一体」と
感じました。よい研究員であり続けるに
は、よい消費者でもあるべき。コロナ禍
の中にいた自分が感じたことを、研究員
として社会へポジティブにフィードバッ
クしたいです。

座談会を終えて　工数の一部を自分の関心
のある研究に使えるという制度をうまく活用すれ
ば、VUCA*5 の時代でもブルーオーシャン*6 の領
域で新事業が生まれる可能性は高いと強く感じま
した。現在、アメリカでは600社以上のバイオケミ
ストリー企業が誕生しています。彼らはAIやクラ
ウドといった異業種の最新技術と融合しながら
事業を発展させ、循環型社会の実現に挑戦し続
けています。クレハの研究員の皆さんの姿勢に
は、この動きと共通する部分があります。10年後、
30年後の「社会課題解決企業」としてのクレハ
に、大いに期待しています。

岸 和幸
キシエンジニアリング株式会社代表
取締役、Cremony代表。「人と自然が
調和している持続可能な未来の共創」
をテーマに、サステナビリティ経営の
全般的なサポート活動を行っている。

■ 未来のために必要な「技術」や「姿勢」

*4　バイオケミストリー：生命現象を化学的に研究する学問。生物を成り立たせている物質や、それが合成や分解を起こす仕
組み、役割などを究明する。

*5　VUCA：Volatility（変動性）、Uncertainty（不確実性）、Complexity（複雑性）、Ambiguity（曖昧性）の頭文字。あらゆ
るものを取り巻く環境が複雑性を増し、将来の予測が困難な状態を指す。

*6　ブルーオーシャン：競争相手のいない未開拓の市場のこと。反対に、競合する企業が林立して飽和状態にある市場を「レッ
ドオーシャン」という。

研究開発担当者座談会

フ
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シ
リ
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ー
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*3　マテリアルリサイクル：廃棄物を製品原料として再利
用するリサイクル方法。材料リサイクル、材料再生など
とも呼ばれている。

樹脂加工研究所
機能材加工研究室

［専門分野：
有機合成化学（核酸合成）］

山口 慧

医療材料研究所
医療材料評価・分析研究室

［専門分野：医薬品製剤技術］

町 佳樹
新事業創出プロジェクト

［専門分野：炭素材料化学、
有機金属化学］

今治 誠

中央研究所
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池山　プラスチック系の製品では、マテ
リアルリサイクル*3 できているものはペ
ットボトルが主で、大半は廃プラスチッ
クを燃やして熱エネルギーとして利用
するサーマルリサイクルだと聞いたこと
があります。効率的なプラスチック製品
の分離回収技術の開発など、クレハの
技術でマテリアルリサイクルを促進して
いきたいですね。

̶̶ 二つ目の分野「エネルギー」につ
いてはどうでしょうか。クレハは蓄電池
の開発・製造にも関わっています。

四家　世界的にガソリン車から電気自
動車へのシフトが起こると言われてい
ますが、「蓄電池を製造する際に発生す
るCO₂量」と「ガソリン車から排出され
るCO₂量」を比較すると、今の技術では
五分五分という話を聞いたことがあり
ます。つまり、現在ある蓄電池の普及拡
大を図るだけでは十分ではなく、さらな
る電池の高性能化や蓄電池のリサイク
ルを促進することで、CO₂の削減やエ
ネルギー消費の効率化を進めていく必
要があるといえます。蓄電池の技術革
新に貢献するのも、クレハの役割では
ないでしょうか。

̶̶ 一つの方法だけにフォーカスする
のではなく、より大きな視点で捉える
必要があるということですね。次に、三
つ目の分野である「ライフ」についてお
話しください。医療と関連して、少子高
齢化や医療保険財政が話題になってい
ましたね。

町　医療従事者に対して高齢者や患者

の数が多くなりバランスが崩れる将来
に向けて、「今はこの治療法が主流だか
ら」という考え方自体を見直す必要を
感じています。より効率的な医療を実現
するには治療法を、少しずつでもいいの
で変えていかなければ。そこにクレハの
開発した素材などが役立つといいです
ね。当社は市場における川上での開発
は得意ですが、よりユーザーに近い川下
での価値創出はまだまだこれから。医
療についても同様だと思います。

̶̶ 新興国での医療についてはどうで
しょうか。

町　医療基盤が未成熟であることを考
えると、最先端の医療だけでなく、自然
科学現象を活用したローテクなものも
有効活用すべきだと考えています。

̶̶ これからのコミュニケーション、
孤独の深化の問題についてはいかがで
しょうか。

山口　バーチャルな世界ではなかなか
実現できないので、人とのふれあいを補
完するモノやサービスが必要と感じて
います。特に重要だと思うのが、身体的
で非言語的なコミュニケーションです。
私は趣味で社交ダンスと書道をしてい
ますが、社交ダンスは新型コロナウイル
スの影響でパートナーと練習すること
ができません。書道などの伝統的な芸
能・芸術は「継承」という問題がありま
す。これからの時代は、次の世代への伝
え方も大きく変わる。そういったコミュ
ニケーションを補完できる技術を確立
したいですね。

③ 研究の方向
未来のために
必要な「技術」や「姿勢」

̶̶ 課題解決を通じて社会に貢献す
るために、皆さん自身に、あるいはクレ
ハに、何が必要になるでしょうか。

町　今の常識が、10年後には大きく
変わっている可能性が高いと考えてい
ます。

山口　変化を受け入れる必要がありま
すね。

町　その時、クレハにはどんな技術が
あり、何ができて、どう社会に貢献で
きるのか… 。さまざまな事 業 分 野 か
ら、多角的にアプローチすることが重
要です。

四家　他の研究員が取り組む開発テー
マや技術的なノウハウを、社内でもっと
共有できると大きな財産になります。多
角的・多面的な知識になります。

池山　自分の専門分野の知識だけで
は、限界がありますからね。

山口　専門分野にとらわれず、新しい
分野へ脱皮していくことが重要ですよ
ね。そのためには、異分野で活躍する
方々と積極的にコミュニティを形成して
いくべきでは？

正野　異分野といえば…例えば当社
が農薬の製造で関わっている農業で
は、最近は遺伝子組換技術が注目され
ています。資源の循環という観点から
はとてもエコなリソースですが、クレ
ハが参入するためにはバイオケミスト
リー *4 の知識が必要。しかし、当社に
とっては技術力の十 分ではない分野
です。

池山　外部連携だけでなく、社内にバ
イオケミストリーに詳しい人財を育成す
ることも重要になりますね。

四家　当社には「研究の工数の一部を
自分の関心のある研究に使っていい」と
いう取り組みがあります。今日話し合っ
たことを、この取り組みをうまく使いな
がら開発できるといいですね。

今治　そうですね！　そして事業化し
ていくことも考えないと。そのために
は、正しい現状把握が不可欠です。現状
の捉え方によって、課題設定もコンセプ
トづくりも、大きく変わります。ここで
間違えると、社会貢献につながらなくな
ります。

④ ポストコロナ
「変化の時代」に求められること

̶̶ それでは、最後のトークテーマです。

社会や暮らしが大きく変化する「ポスト
コロナ」の時代において、クレハや研究
員には何が求められると考えますか。

正野　予測不可能なことに備えるのは
難しいですが、臨機応変に動けた企業
もあります。クレハにも、有事に備えた

「引き出し」が必要と感じました。

町　変化に対応するためには、平時の
企業としてのゆとりが大切だと思いま
す。先ほどの「工数の一部を」という話
も、一種のゆとりですよね。

̶̶  コミュニケーションの面ではどう
でしょうか。

今治　人と人の接触は難しくなりまし
たが、オンラインでつながることが増え
ました。海外の方とも頻繁にやりとりで
きるようになったのは、大きな変化だと
思います。

四家　学会やセミナーもリモートで開
催され、移動がなくなったので参加しや
すくなりました。在宅勤務も一気に普及
しましたが、工場の製造担当者などは
出社する必要があります。製造現場な

ども含めて新しい働き方を考えていく
べきではないでしょうか。

̶̶ 技術開発型企業として、あるいは
研究員としては、どんなことが必要でし
ょうか。

池山　ポストコロナの時代は「非接触」
がキーワードになるのでは？　センサ
ー技術が発達しそうです。クレハとして
も、素材開発など製品を通じて貢献で
きればと思います。

山口　私は「自分と他人は表裏一体」と
感じました。よい研究員であり続けるに
は、よい消費者でもあるべき。コロナ禍
の中にいた自分が感じたことを、研究員
として社会へポジティブにフィードバッ
クしたいです。

座談会を終えて　工数の一部を自分の関心
のある研究に使えるという制度をうまく活用すれ
ば、VUCA*5 の時代でもブルーオーシャン*6 の領
域で新事業が生まれる可能性は高いと強く感じま
した。現在、アメリカでは600社以上のバイオケミ
ストリー企業が誕生しています。彼らはAIやクラ
ウドといった異業種の最新技術と融合しながら
事業を発展させ、循環型社会の実現に挑戦し続
けています。クレハの研究員の皆さんの姿勢に
は、この動きと共通する部分があります。10年後、
30年後の「社会課題解決企業」としてのクレハ
に、大いに期待しています。

岸 和幸
キシエンジニアリング株式会社代表
取締役、Cremony代表。「人と自然が
調和している持続可能な未来の共創」
をテーマに、サステナビリティ経営の
全般的なサポート活動を行っている。

■ 未来のために必要な「技術」や「姿勢」

*4　バイオケミストリー：生命現象を化学的に研究する学問。生物を成り立たせている物質や、それが合成や分解を起こす仕
組み、役割などを究明する。

*5　VUCA：Volatility（変動性）、Uncertainty（不確実性）、Complexity（複雑性）、Ambiguity（曖昧性）の頭文字。あらゆ
るものを取り巻く環境が複雑性を増し、将来の予測が困難な状態を指す。

*6　ブルーオーシャン：競争相手のいない未開拓の市場のこと。反対に、競合する企業が林立して飽和状態にある市場を「レッ
ドオーシャン」という。

研究開発担当者座談会
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