report 企業紹介

卓越した技術でゴムの無限の可能性
を引き出し、広範な業界のニーズに
応えて世界へと羽ばたく

タイヤをはじめ、生活や産業の様々な場面で

王子ゴム化成株式会社

活躍するゴム。新大陸発見で知られるコロンブ
スが、天然ゴムの存在をヨーロッパに広めたと
いわれ、20世紀前半の合成ゴム開発による本格
的な工業化等を経て、現在は医療・宇宙など最
先端分野にも用途が広がりつつある。
王子ゴム化成㈱は、ゴムの可能性を徹底的に
追求し、配管等の被覆（ライニング）やホース
の製造等を通じて、我が国の産業発展や社会イ
ンフラ整備を支えてきた。海外の大型プラント
建設への参画や、中国での生産拠点開設など、
グローバルな事業も展開している。さらに最近

矢村

俊幸

社長

（やむら・としゆき）

●会社概要
所 在 地：防府市勝間二丁目１番６号
年

商：36.5 億円（平成 22 年 12 月期）

設

立：昭和 32 年 2 月

資 本 金：２億円
従 業 員：188 名（平成 22 年 12 月末現在）
事業内容：ゴム製品・樹脂製品の製造、
加工、
販売

は、ゴムに関する高度な技術・ノウハウと斬新
なアイデアにより、衝撃吸収材等の新商品開発
を積極的に推進中である。
今年３月、８年間にわたり社長を務めた真木
敬一氏が相談役に退き、常務取締役管理本部長
として真木氏を支えてきた矢村俊幸氏が新社長
に就任した。本稿では、大きな節目を迎えた当

ゴム製品・樹脂製品関連工事の計画・

社の歩みと、優れた技術力・開発力の一端を、

設計・施工

経営のバトンをつないだ両氏の思いと共に紹介

ゴム製品・樹脂製品関連輸出入業務
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.ohji-rubber.co.jp/

●会社沿革
昭和32年 2 月 設立
平成 元 年 7 月 資本金2億円に増資
平成 4 年11月 中国•江蘇省にクリヤマ㈱等との合弁会
社「靖江王子防腐工程有限公司」設立
平成 7 年 7 月 山口工場竣工
平成11年 4 月 タイに「クリヤマ•王子タイランド」設立
平成12年10月 靖江王子防腐工程有限公司を日本独資
の「靖江王子橡膠有限公司」とする
平成15年 3 月 真木敬一氏が社長に就任
平成19年12月 山口工場の第2工場竣工
平成21年12月 靖江王子橡膠有限公司を当社100%
子会社化
平成23年 2 月 財団法人やまぎん地域企業助成基金
の助成企業に選定
平成23年 3 月 真木社長が退任、矢村俊幸氏が社長
に就任
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◎はじめに

する。

◎重化学工業の発展や公害対策の広がり等
を追い風に業容拡大
当社は昭和32年、県内に拠点のあったゴム・
樹脂製品専門商社のクリヤマ㈱（東証２部上場、
本社：大阪市）が、現在地で操業していたゴム
製品製造業者を買収して設立された。社名の「王
子」は、クリヤマ㈱の創業者の出身地（現在の
京都府亀岡市）にちなんだものだ。
設立時から一貫して手掛けているのが、配管・
タンク等の腐食防止を主目的に、内面をゴムで
被覆する「ゴムライニング」や、ゴムホースの
製造等、工業・土木建築向けを中心とするゴム
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製品に関する事業である。昭和40年代には、重

こともあるが、ゴムライニングは酸やアルカリ

化学工業の発展や社会資本整備の加速に伴い事

への耐食性等の面で優位性があるため、火力発

業規模が拡大し、特に「周南コンビナートなど

電所やソーダ工場など幅広い分野で利用されて

瀬戸内工業地域との近接性が優位に働いた」と

いる。

真木相談役は語る。

ゴムライニングについては、タイヤ等を製造

40年代後半から50年代にかけて、さらなる追

する大手ゴムメーカーも手掛けていたが、労働

い風が吹く。大気汚染等の公害が社会問題化し

集約的な側面が強く、アフターサービスの面で

たことから環境規制が強化され、これに対応

も顧客に近い立地が有利なことから、当社の存

する設備として排煙脱硫装置１の導入が相次い

在感は年々高まっていった。２兆円台に達する

だ。この装置による硫黄酸化物の吸収時には硫

ゴム製品市場の５割超を占めるタイヤ類と比べ

酸が発生するため、配管腐食を防ぐライニング

て、ライニングの市場規模は数十億円と小さい

の需要が急増したのだ。加えて、精錬等に用い

ものの、大手が相次いで撤退したこともあり、

るカセイソーダの製法転換（非水銀法）に伴う

当社が国内トップシェア（３割強）を有する。

設備更新が進められ、副生物の塩素による腐食
を防止するライニングのニーズが高まった。製
油所や化学工場など素材型産業の生産拠点が集
積する山口県でも、こうした取り組みが相次い
で実施され、プラント工事の多くを、当社と関
係の深い大手業者が受注したこともあり、ライ
ニングの仕事が一気に増えていった。
このように、優れた技術力と時代背景・立地・
人脈がマッチして業容を拡大した当社は、４割
近い出資（39.7％）を受けているクリヤマ㈱に
対する販売以外にも、代理店の開拓や大手メー
カー等との直接取引などにより独自の販路を広

▲ゴムライニング施工の様子

げてきた。その結果、現在の売上に占めるクリ
ヤマ㈱向けのウェイトは、４分の１程度となっ
ている。

◎ゴムライニングでは国内トップシェア
主力事業のゴムライニングは、シート状のゴ
ムをハンドローラーで配管等に貼り付けるとい
う作業で、表面処理の範疇に入る。ライニング
に関しては、樹脂などゴム以外の素材を用いる
１

工場等から排出されるガスに含まれる硫黄酸化物を除去す
る装置。

▲施工後の配管
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◎「匠の技」で海外プロジェクトにも参画
当社のライニング業務は、配管等を自社工場

◎秘伝の「レシピ」で独自のゴム素材を製造
ライニングは、ゴムを貼り付ける作業だけで

に持ち込んで作業する「場内施工」と、移動が

なく、使用する素材もポイントとなる。当社は、

困難な大型設備を対象に、顧客の工場等に出向

天然ゴムや合成ゴム等の「生ゴム」をベースに、

いて実施する「現地施工」に分かれている。

バラエティに富んだゴム素材を製造しており、

どちらの場合も、ゴムをムラなく接着する必

こうした差別化が大きな武器となっている。

要があるため、手作業に頼らざるを得ない。真

ゴム製品の原料は、生ゴムがそのまま用いら

木相談役によると、「巨大な襖や障子に、シワ

れるのではなく、求められる形状や性能に応じ

を作らずに紙を貼るようなもの」で、作業手順

て、様々な物質を添加してつくられる。こうし

書はあっても感覚的な部分が大きく、
「匠の技」

た作業は「配合設計」と呼ばれ、膨大な組み合

が求められるという。当社はこの技術を継承す

わせから最適なものを選択するには、高度なノ

べく、
「ローラー士」という社内資格を設けて

ウハウが要求される。この点当社は、長年蓄積

個々のレベルアップを促している。

してきたデータと豊富な経験により、多彩な要

加えて、ゴム製品全般に欠かせない「加硫」

望への対応が可能だと、矢村社長はその優位性

という工程でも強みを発揮している。加硫とは、
ゴムに硫黄を加えることにより弾性２を高める
もので、温度と時間が重要な鍵を握る。当社の
場合、場内施工に際しては、ゴムを貼った配管
等を缶（最大で直径４ｍ×長さ15ｍ）に入れ、
蒸気を微妙に調節しながら熱と圧力を加えて、
ゴムに含まれる加硫剤の化学反応を促す。また、
現地施工については、ボイラー等によりその場
で蒸気を発生させながら加硫を行っており、屋
外作業ということもあって、天候等の条件も考
慮しながら慎重に実施している。

▲工場内の加硫缶（写真左）

このような高い技術を有する当社は、口径が
２cm程度の小さいパイプから、総面積数万㎡
にも及ぶ巨大な設備まで、
幅広く対応している。
納入先の業種は電力・化学・鉄鋼・石油など多
方面にわたり、大手エンジニアリング会社から
の信頼も厚く、サウジアラビアでの海水淡水化
プラントなど数多くの海外プロジェクトに参画
してきた。

２
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力を加えると変形し、力を除くと元の形に戻る性質。

▲シート状に加工されるゴム
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を強調する。実際に、ライニングを行う前に

事の現場で、海底から吸い上げた砂の輸送に使

は、配管等を通る物質のサンプルを顧客から受

用されており、関門海峡など国内はもとより、

領し、耐食性等のテストを繰り返した上で、ベ

スエズ運河をはじめ海外でも採用された。この

ストのゴム素材を選定している。

他にも当社は、生コン車やアンローダー ３ 等、

当社では、こうした配合の方法を「レシピ」

様々な分野に製品を供給しているほか、内容物

と呼び、
いわば「秘伝」として受け継ぐと共に、

の識別や作業環境改善等につながる、５色のカ

逐次改良も加えてきた。ゴムには「硬質ゴム」

ラーホースも製造している。

と「軟質ゴム」があるが、同じ軟質ゴムでも、

この他にも、下水管の漏水防止に用いられる

材料の内容や投入の順序、即ちレシピの違いに

パッキン等、当社の製品は「見えないところ」

より、特性の異なる製品が出来るという。さら

で威力を発揮している。品質や性能は海外でも

に、材料を一定期間寝かせる「養生」と呼ばれ

高く評価されており、コンクリート構造物（地

る熟成期間も必要で、これらのノウハウが品質

下鉄等）の継ぎ目を塞ぐ水膨張ゴムは、英仏海

を左右する。
「ゴムは現在の科学で分からない

峡トンネルの止水材として採用された。

部分が多く、
『化け物』のようだ」と語る真木
相談役の口調には、ゴムの奥深さに対する畏怖
の念と共に、そうした世界を切り開いてきたと
いう自信がにじみ出ている。

◎「布巻きホース」はスエズ運河浚渫等に
採用
当社は、工場や建設現場等で用いられる「布
巻きホース」など、多彩なゴム製品を製造して
いる。

▲浚渫用ホース

布巻きホースとは、ゴムの中に鉄芯を通し、
補強用の布を巻き付けたもので、土木建築工事
や原油輸送など、特殊な分野で使用される大口
径のものが多い。ゴムホース市場で圧倒的なシ
ェアを有するのは、ラジエーターホースなど自
動車向けだが、大規模な設備で大量生産される
これらのホースと異なり、当社が手掛けるのは
オーダーメードの製品である。流体（気体・液
体等）の性質により、耐食性・耐摩耗性等、要
求される性能は異なる上、必要な長さも様々で
あることから、
当社はこれらのニーズに応じて、
「一品料理」のホースを製造している。
耐摩耗性に優れる当社製のホースは、浚渫工

▲水膨張ゴム
３

港湾で石炭・鉄鉱石等のばら積み貨物を陸揚げする際に使
用する荷役装置。
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◎中国やタイに現地法人を設置

マットなど幅広く、中でも最近力を入れている

当社は、ライニング等の技術を生かし、海外

のが、高性能の衝撃吸収材である。車止めに用

にも積極的に進出してきた。
中国やＡＳＥＡＮ、

いる「カーストッパー」「ネオストッパー」や、

ＥＵ等で大気汚染対策が強化された際には、日

商業施設の駐車場等でむき出しとなった鉄柱を

本のエンジニアリング会社によるプラント工事

覆う「コーナーガード」
「ネオコーナー」は、

でライニングを手掛けた。さらに、クリヤマ㈱

衝撃吸収性や取り付けの容易さ等が高く評価さ

と連携しながら各地に拠点を開設し、現在は中

れ、全国に利用が広がっている。また、Ｈ形鋼

国とタイに現地法人を有する。

の保護に用いられる「Ｈ鋼セーフティーガード」

このうち、中国では平成４年、クリヤマ㈱と
の共同出資により、江蘇省に日中合弁会社を設

は、小中学校等での耐震化推進もあって引き合
いが急増している。

立した。当初は、雲南省における農業用リン酸

これらの商品の原料については、環境への配

肥料の製造プラントに係るプロジェクトに絡ん

慮という観点から、ゴム以外の素材も取り入れ

だものだったが、その後は排煙脱硫装置関連の

ており、「コーナーガード」「Ｈ鋼セーフティー

事業が拡大した。平成12年に日本独資に切り替

ガード」は軟質塩化ビニル樹脂を、また「ネオ

え、21年には王子ゴム化成㈱100％出資として

ストッパー」や「ネオコーナー」については熱

おり、当社で技術を学んだ現地スタッフが、主

可塑性エラストマーを用いている。中でも熱可

として中国国内の発電所等におけるライニング

塑性エラストマーは、ゴムと樹脂の中間的な素

を手掛けている。

材で、チップ状に破砕すれば再生が可能なこと
から、環境に優しい素材として注目度が高い。

◎衝撃吸収材等、新商品を相次いで開発
ライニングやホースの需要は、設備投資や公

以上の商品は、平成７年に開設した山口工場
（山口市：山口テクノパーク内）で生産される。

共工事の動向に左右され、変動が激しい。こう

手作業の要素が強いライニングやホースと異な

した点をカバーし、経営の安定化を図るため、

り、押出加工やプレス加工の設備で連続成型さ

当社はゴムに関する豊富なノウハウ・技術を生

れる上、ユーザーも異なるため、本社工場との

かして、新商品の開発に取り組んでいる。

明確な機能分離により、生産管理の効率化が図

これまでに生み出された商品は、芝生保護用

▲トラックターミナルのカーストッパー
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られている。

▲鉄柱を覆うＨ鋼セーフティーガード
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◎全従業員が開発担当者

り口で、顧客が抱える問題を次々と解決してい

前述の新商品は、生活や産業の様々な場面が

くビジネスモデルは、製造業でありながらサー

ヒントになっている。
「カーストッパー」は、

ビス業としての側面も発揮してきたといえる。

トラックターミナルで古タイヤが車止め用に使

当社は今後も、ライニング等のコア事業をベ

われており、その光景があまりに見苦しかった

ースに、新商品開発も積極的に進め、「技術志

ことをきっかけに、機能性と外観を満たす商品

向型企業」を目指してさらなる成長を図ってい

として開発された。また、「Ｈ鋼セーフティー

く方針である。その目標達成に向けて矢村社長

ガード」は、耐震補強された小学校の柱に頭を

が掲げるのは、
「誠意・誠実」あるいは「日々

ぶつける子供がいるとの声から生まれた。

堅実に」というスタンスである。決して規模を

アイデアを形にするのは、総勢10名の研究開

追わず、顧客のニーズに真摯に向き合うことで、

発スタッフだが、真木相談役が特に推し進めて

社会貢献と従業員の生活向上につなげたいとい

きたのは、
「全従業員が開発担当者だ」という

う社長の信念に揺るぎはない。

意識付けである。商品ごとに提案者の顔がすぐ
思い浮かぶという相談役は、自らが編み出した

◎おわりに

新商品を当社の「飯の種」にしようという意欲

ゴムの世界を知り尽くす当社は、ニッチな分

が大切だといい、
「開発は男のロマン」
とも語る。

野で確固たる地位を築き、防府から世界へと羽

そうした心意気は、
当社の開発力の源泉として、

ばたいている。相次いで生み出される新商品も、

矢村社長にもしっかりと引き継がれている。

ゴムという原点あってのもので、古くて新しい
素材の可能性を追求する姿勢は不変である。当

◎「挑戦と創造」で技術志向型企業を目指す
当社が創業時から掲げる社訓は
「挑戦と創造」

社はこれからも、矢村新社長の下で全員一丸と
なり、真木相談役をはじめ先達が築いた伝統と実

である。実際に、ライニング等の特殊な技術を

績を継承しつつ、激変する環境もゴムのような弾

磨き上げると共に、ゴムの特性を最大限に活用

力性で伸縮自在に乗り越えていくに違いない。

した商品開発を進めるなど、果敢な挑戦と創造

（能野

昌剛）

的な取り組みを繰り返してきた。ゴムという切

▲本社全景
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