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「海外事業の拡大、
ウィザードゲルなど新規事業の立ち
上げなど、積極策を打っていく」
と話す大胡栄一代表取
締役社長

東京都大田区に
ある本社ビル

ユシロ化学工業株式会社

金属加工油剤の国内トップメーカー
海外シェア拡大で成長を加速
部品の切削などに使う、金属加工油剤で国内トップシェアを誇る。
米国企業のM&Aをてこに、海外事業の更なる拡大を企図。
強みを持つ自動車産業以外の分野の開拓を進めるとともに、
自己修復性ポリマー「ウィザードゲル」をはじめ、

1944年設立のユシロ化学工業株式

同社の強みはなんといっても技術開

研究会で得た情報を持ち帰っても、当

会社は、国内における金属加工油剤の

発力にある。それは日本の切削加工技

社と同等の切削油製品を開発するに

トップメーカー。社名の「ユシロ」は「油

術の歴史と共に磨かれてきたものだ。

は、相当の時間を要する。それよりも

（ユ）
」
「脂（シ）
」
「蝋（ロウ）
」を精製加工

54年、欧米に比べて立ち遅れてい

同業者や取引企業と一緒になって切削

た機械加工技術の向上を目指し、企業

油剤の普及に努めてきたことが、長い

の垣根を越えて技術交流を図る組織、

目で見ると自社の業容拡大に繋がって

することに由来する。
金属加工油剤の中でも、切削油剤で
は国内で約3割のシェアを占め、特に

「切削油技術研究会」が発足した。メ

いる」と代表取締役社長の大胡栄一氏

自動車業界に強い。 国内自動車メー

ンバーにそうそうたる大企業が名を連

は言う。社員の約1/4が研究開発部門

カー向けに限ると約 6 割のシェアを

ねている中、ユシロ化学工業は当初か

に携わる研究開発型企業として、常に

誇っている。

らの発起人代表会社であり、現在もな

業界を技術面でリードしてきたという

お研究会で事務局として運営を担って

自負がうかがえる。

金属加工油剤は、金属部品の切削加

コア技術を生かした異分野の新規事業にも乗り出す。

いる。
同研究会では金属部品メーカー、

を除去し、工具を長持ちさせたり、部

加工工具メーカー、大学、研究機関な

ニーとして、業界全体の底上げを考え

品の温度変化を抑えて、高い寸法精度

どの垣根を越え、加工技術の進歩に合

ての取り組みとして、油剤の正しい使

で加工するために使われている。

わせて、最適な油剤の研究開発を続け

い方を教える「出張セミナー」も長年

てきた。

開催している。

現在の主流は水溶性タイプで、油剤
を大量の水で薄めた状態で加工部分に

「日本の加工技術全体の底上げを図

ユーザーの工場に同社の担当者が出

噴射する。ユーザーによって仕様はさ

る」という主旨に沿って、同研究会で

向き、加工技術者などに油剤の効果的

まざまに変わってくる。派手な製品で

は自社技術の開示もこれまで積極的に

な使い方などをレクチャーする。セミ

はないが、モノづくりの現場には欠か

行ってきた。

ナーは無料で、同社の製品を購入して

せない製品だ。
富士工場外観
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金属加工油剤のリーディングカンパ

工など、加工機械の中で工具の摩擦熱

「たとえメンバーのライバル企業が

いない企業も受講が可能だ。

出荷を待つ金属加工油剤

取材・文／福田三郎

左中の写真／GettyImages、他の写真／柚木裕司
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金属加工油剤は、金属製品の各加工

業向けは販売ライセンスの取得が非常

工程で、材質や加工方法に合わせて最

に困難で、かつ、長期間かかることが

適なものを選ばなければ十分な効果が

多い。既に多くのライセンスを取得し

得られず、水溶性タイプの場合、濃度

ているクオリケム社の強みを生かせ

なども重要になる。また、使用環境に

ば、今後の成長ドライバーになると見

よって油剤の劣化度合いはさまざまで

ている。

あり、不純物の除去などのメンテナン

クオリケム社については原料供給な

スの有無によって性能が大きく左右さ

どの最適化も図っているが、このほか

れる製品でもある。

にも2015年に金属表面処理剤や航空

自己修復性ポリマー「ウィザードゲル」
（右）
。切断面が強固に再接着する
（左

この1月には国際ナノテクノロジー総合展「nano tech 2019」にウィザードゲルを出展し

そのため、同社では売って終わりで

機用薬剤を手がける日本シー・ビー・

はなく、顧客のアフターフォローにも

ケミカル株式会社を子会社化してお

力を入れている。前述の出張セミナー

り、同社との販路におけるシナジー効

も含めたこうした活動が、同社の強固

果も見込める。世界でのシェア拡大の

同社の研究開発力を生かして、もっと

ゲルとは柔らかなゼリー状の素材の

な顧客基盤を支えることにも繋がって

ために、今後もこうしたM＆A（企業

付加価値の高い分野で、大学や研究機

こと。ウィザードゲルは、切断しても

同社では何度も切断・結合可能な長

いる。

の買収と合併）を視野に入れていく。

関が持つ技術シーズの事業化に挑戦す

切断面を密着させるだけで、分子が自

所を生かした医療研修用の臓器モデ

ることを打ち出してきた。

動的に組織を修復し、再接着する、
「自

ル、安全・安心な特性を生かした子供

顧客の要望に応え海外進出
米社買収で新展開目指す

ユシロ化学工業本体では 、昨年マ

上）
、高靭性（左下）
などさまざまな特徴を持っている

（左）
、産学連携賞を受賞（右）
。顧客開拓を本格化している

みの形のゲルを作ることができる。

レーシア工場を移転・新設して生産能

「いろいろな分野の学会に顔を出し

己修復性」を持つユニークな素材。そ

用玩具など広範な分野で応用できる素

力を1.5倍にしたことで生産拠点の整

て化学研究の成果を見たり、大学に足

の不思議な性質から「ウィザード（魔

材と確信している。具体的な用途は未

海外展開は早かった。73年にブラ

備にメドを付けた。インドネシアと米

を運んで教授の話を聞きに行ったり、

法使い）
」の名を付けている。

知数だが、電気・電子機器、自動車な

ジルに子会社を設立したのを皮切りと

国では原材料や製品の倉庫を増設し

200件ほど足を運んだ。その研究対象

再接着した部分は切断前とほぼ同じ

米クオリケム社との技術交流（上）
と懇親会（下）
の様子。今後もさらにシナジー効果を高めていく

どさまざまな業界からサンプルの引き

して、国内の自動車大手とその部品

た。クオリケム社の買収によって、同

た。海外のうち、特に成長が見込まれ

候補の中から10件を選び、さらに開

強度を持ち、切断・結合を繰り返して

メーカーの海外進出に伴って世界各地

社が持つ全米約80の販売代理店網を

る北米と東南アジア・インドには現地

発の対象になるものを絞り込んでいっ

も強度は変わらないという。ほかにも

ウィザードゲルは同社の主力商品で

に現地法人を設立した。現在では南北

使い、ユシロ化学工業の製品も販売す

スタッフの増員なども進め、営業展開

た」と大胡社長は話す。

高靭性、高伸縮性、耐乾燥性、耐圧性

ある切削油剤に比べて単価が非常に高

アメリカ、中国、東南アジア・インド

ることが可能になった。
「わが社の既

に注力していくという。

その中から、まず第一弾として製品

など、さまざまな特性を持っている。

い高付加価値商品。
「どのような用途

の3地域で13の関連会社があり、12

存顧客と販売先がほとんどバッティン

化したのが、自己修復性のあるポリ

同社はウィザードゲルを作成するた

で使われるか、我々でも現在は予測不

の工場が稼働している。海外売上高は

グしない、良い会社をグループに迎え

マー素材の「ウィザードゲル」だ。大

めの主剤、硬化剤、乾燥防止剤の3つ

能だ。しかし、引き合いの多さからさ

日本国内に匹敵するほどの規模を誇

ることができた」
（大胡社長）。

阪大学大学院理学研究科と共同開発を

の液体をパッケージ化して販売する。

まざまな分野へ展開可能な素材だと期

進め、昨年6月から販売を開始した。

購入したユーザーが自ら混合して、望

待している。時間はかかると思うが、

り、利益は海外が上回っている。

クオリケム社は航空機、医療機器、

機能性ゲルの開発を進め
新規事業を立ち上げ
主力事業の積極的拡大に乗り出す一

合いが多数来ているという。

同社は長期経営ビジョン「グローバ

電子機器など自動車産業以外の分野に

方で、異分野での新規事業の立ち上げ

油剤の国内事業、海外事業に続く第三

ル10」の中で海外事業の更なる強化を

も顧客を多く持つ。こうした分野にも

にも挑戦する。

の柱に育てていきたい」
（大胡社長）。

打ち出しており、2020年代に金属加

新規開拓を進めていく。特に航空機産

大胡社長は2011年の就任直後から、

工油剤での世界シェアを現状の5％か

神奈川県高座郡寒川町にある神奈川テクニカルセンター。
金属加工油剤の研究開発はもちろん、ウィザードゲルなど
新規事業のシーズ研究も行っている

今年1月末に開催された先進技術の
総合展示会「nano tech 2019」では、

ら10％へ高めることを目標に掲げて

ウィザードゲルが産学連携賞を受賞

いる。 日系企業の海外拠点向け中心

し、幸先の良いスタートを切った。他

だった販売体制を改め、今後は海外現

にも、研究開発拠点である神奈川県の

地企業にも積極的に拡販していく方針

テクニカルセンターではいくつかのプ

だ。その一つの手段として昨年8月、

ロジェクトが進行しているという。
同社は今年7月、創業75周年を迎え

米国の金属加工油剤の大手メーカー・

る。国内自動車産業との密接な関係に

クオリケム社を買収した。

よって築かれた強固なコア事業をベー

海外でも日系企業向けの直接取引が

スとして、海外事業の新規顧客開拓、

主だったユシロ化学工業にとって、海
外事業を強化するには現地企業を開拓
する販売網の整備が喫緊の課題だっ
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ビルメンテナンス製品の販売も手掛ける。高濃度樹脂ワックス
（左）
、膜厚コントロール型表面
洗浄剤（右）
などさまざまな製品を揃えている

異分野の新規事業と相次いで挑戦を進
める同社の今後が注目される。
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