


独自の技術を育て、

株式会社朝日ラバー（ASAHI RUBBER INC.）
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516,870,000 円（平成 20年 3月 31日現在）
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工業用ゴム製品、医療用ゴム製品の製造・販売
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上海駐在事務所



私たちが長く培ってきた要素技術の向上や新技術を創造し、顧客の視点からのコンセプトを基に
複合化させ、関連する技術を強化するとともに、顧客に独自の価値を提供することにより、「存続
を期待され、なくては本当に困る」という企業であり続け、地域社会と地球環境の保全に貢献し
ます。

ミッション

ビジョン
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各市場に独自な要素技術の組合わせで
“ASAHI”独自の製品を供給する
各市場に独自な要素技術の組合わせで
“ASAHI”独自の製品を供給する

企業体質の変革
・経営基盤の安定と強化
・個人及び組織の活性化

成長戦略
・要素技術の強化と深掘
・高付加価値、差別化製品
  の開発、拡販

企業体力の強化
・コスト及び品質競争力の強化
・事業シナジー効果
・選択と集中







　私は、以前、当社の基盤技術
の一つであるサポラス（多孔質
連続気孔化技術）の研究・開発
に携わっていました。今は、燃
料電池関連の容器等の内圧を逃
がすリリーフ弁の開発・設計を
担当しています。
　二次電池用ゴムパッキンの開
発・評価のために導入したリー
ク試験装置をフル活用し、燃料
電池用リリーフ弁のリリーフ圧や
放出量の評価に明け暮れていま
す。市場のニーズに合わせて、
自分たちで配合設計し、自分た
ちで形状設計し、表面改質・接
着技術を駆使しながら複合化し
ていきます。
　毎日、わくわくどきどきしなが
ら、リリーフ圧を測定し、狙い
の数値が出た時は、「来たーっ」という感じです。
　今後は、さらに新しい試験装置を導入し、独自技術による、朝日
ラバーブランドのリリーフ弁を、自信を持って、市場投入していきたい
です。



　朝日ラバーの様々な課題に対応し、継続的な発展のためにいくつものシーズを持つ。ファインラバー研究所はそういった趣旨
で、独立した子会社として朝日ラバーグループの中に位置しています。
　ソフトマテリアルを軸に、その内面、配合技術を進化させるとともに、求められる機能をその表面で達成するなど、新規技
術の開発を積極的に研究しています。
　また、各事業部の中に研究室を持ち、お客様のニーズに近いところでの実践的研究も盛んで、分野はソフトマテリアルから光・
色や電磁波といったところまで広がっており、その中で必須技術の改良も日々の研究のテーマです。
　特許など知財管理、発明の掘り起こしも研究所に与えられた任務で、専門団体、協会、学会への参画も行い、情報収集、マー
ケティングも行いながら、新しいものをどんどん出して行く。研究所は朝日ラバー発展のためのエンジンとも言える機能を果た
しています。

　各事業部に近いところでお客様
のニーズを正確にとらえながら研
究開発していくというのが、現中
期経営計画での私たち研究所のス
タンスです。工学博士号は、無機
化合物の結晶構造の光に関する研
究で取得。蛍光体を主に、工場内
の研究室で勤務しています。
　現在、白色 LEDと呼ばれるも
のは、効率も良くいい白色光な
のですが、光の３原色で作られ
たものではありません。LED への質的な要求が高まっていくことを
考えると、より自然な白、あるいは透過して機能するバックライト
に適した白とはどういう白色なのか。そういったところを研究してい
ます。
　自分で仮説を立てその通りの結果を得たとき、あるいは小さい発
見でも、まだ誰も知らないというものに出会ったとき、そのワクワ
ク感、ドキドキ感が、研究の喜びです。

㈱ファインラバー研究所 研究員
　　　　工学博士　　  小田喜 勉




