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企業訪問

宮川ローラー株式会社
～トップクラスの技術力で常に挑戦を続ける
　ゴムローラーのパイオニア企業～

シリーズ

宮川社長

代表取締役社長：宮川　忠直（みやかわ　ただなお）
所在地：本　社  仙台工場
　　　　　宮城県仙台市若林区六丁の目西町2－7 　宮城県宮城郡利府町しらかし台6丁目9－2
　　　　　T E L：022－288－6171 　T E L：022－356－4456
　　　　　F A X：022－766－4637 　F A X：022－356－4442
　　　　　U R L：http://www.miyakawa-r.co.jp
資本金：2,000万円 事業概要：印刷用、各種産業用ゴムローラー・
従業員：130名 　　　　　樹脂ローラーの製造・販売
創　業：1956年８月

企業概要

仙台工場

　一般に経済成長を実現する要因としては、労働
投入量の伸び、資金投入量の伸び、技術進歩の３
つが挙げられます。日本においても、この３つの
要素がかみ合うことで戦後の経済成長が実現した
と考えられます。しかし、近年の労働、資金投入

が思うように伸びない状況においては、技術革新
の果たす役割が大きくなっています。
　宮川ローラー株式会社は、印刷ローラーをはじ
め産業用ゴムローラーなど多彩なローラー製品を
創り出し、業界でトップクラスの技術開発力を有
する企業です。創業以来、高付加価値製品を次々
に市場に投入し、オンリーワン企業であり続けて
います。そこで今回、宮城県利府町の仙台工場に
宮川社長を訪ね、製品開発にかける情熱や経営理
念などについて話をうかがいました。

宮城県

仙台市

本社

仙台工場、仙台第２工場、仙台第３工場
ＭＴＣ（宮川テクニカルセンター）
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■  戦後に新潟で再興、そして新たな東北の地へ
――創業の経緯についてお聞かせください
　昭和２年、祖父の宮川忠八郎が東京都墨田区に
おいて当時印刷業界の主流であった活版印刷機
械用

にかわ

膠ローラー※を製造する「三星ローラー工業
所」を創業したのがそもそもの始まりです。その
後、同業２社との吸収合併により「三和ローラー
合名会社」を設立しましたが、戦災により昭和20
年に会社は一旦解散となりました。そして同年、
疎開先であった新潟市を中心に「宮川ローラー製
作所」を再興しました。
　昭和31年、父である現会長の宮川忠行が「新潟　
宮川ローラー製作所」より独立、仙台市宮城野区
原ノ町に「仙台　宮川ローラー製作所」を創業し
たことにより、当社の新たな歩みが始まりまし
た。昭和40年には、政府の近代化促進法に基づい
た中小企業の集団化の政策を活用し、多くの印刷
会社や関連企業とともに仙台市若林区六丁の目に
仙台印刷工業団地協同組合を設立し集団で移転し
ました。
※ 膠は物を接着するのに用いられることが多いが、膠に

糖蜜やグリセリン等を配合するとゼラチン特有の弾力

性とインキの転移性と耐薬品性が生まれる。また再製

も可能なことから、印刷機のローラーとして活用され

てきた。しかし耐熱性と耐湿性に弱点があり、印刷機

の高速化とともにゴム、ポリウレタン樹脂などが主流

に変わっていった。

――事業拡大の契機についてお聞かせください
　印刷業界は時代とともに技術革新が進みまし
た。活版印刷からオフセット印刷、輪転印刷へと
自動化が進展し、それとともにローラーも膠から
ゴムローラーへと切り替わっていきました。当社
も流れに乗り遅れることなく研究開発を行い、ゴ
ムローラーへ切り替えることができました。ゴム
ローラーは多くの産業（製鉄・製紙・弱電・フィ
ルム・食品・化学など）で使用され、印刷業界か
ら他の産業へと取引が拡大し、売上も増加しまし
た。

　業務拡大に伴い、昭和48年には秋田営業所を開
設、その後、宇都宮、東京、大阪に営業所を開設
するなど、営業拠点を増やしてきました（宇都宮
営業所はその後東京営業所に吸収）。やがて工場
も手狭となったことから、平成元年に宮城郡利府
町のしらかし台工業団地に移転しました。その
後、このしらかし台工業団地に、第２・第３工場
とMTC（宮川テクニカルセンター）も建設して
います。私は平成14年に代表取締役社長に就任
し、平成18年には創業50周年を迎えることができ
ました。

■  全てが自社開発製品でゴムと薬品の手持ち
配合は300種類に及ぶ

――現在の事業内容についてお聞かせください
　当社の製品は、①印刷用ゴムローラー・樹脂
ローラー、②各種産業用ゴムローラー・樹脂ロー
ラー、③その他各種ローラー、④ゴム製品・関連
製品と大きく４つに分かれます。
　当社製品における、ゴムと薬品を組み合わせる
配合割合は、全て自社独自に開発したものです。
インキの影響による膨潤や軟化を起こさないUV
インキ（紫外線硬化型インキ）ローラー、耐摩耗
性、耐エッジ性などの強度特性に優れ、溶剤に優
れた耐性を持つコーティングローラー、優れた除
塵効果を発揮する粘着ローラーなど、それぞれの
用途に応じた多種多様のローラーを製造していま
す。中には特許を取得している配合もあります
が、配合内容が競合他社へ知られることになるた
め、特許の取得はほとんど行いません。

――営業体制についてお聞かせください
　現在の当社の売上構成は、地元の宮城県内が約
２割で、東京営業所管内が約６割を占めていま
す。近年、関東圏における需要が高まっており、
営業担当者は仙台営業所の９名に対し、東京営業
所は13名です。また、大阪営業所５名、秋田営業
所１名の他、海外事業部にも１名配置し、国内の
みならず海外へも対応しています。輸出は中国、
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韓国、台湾などが主体で、当社売上の約８％に
上っています。
　新製品の開発とともに、取引先の開拓や商品
の PRも重要な課題です。当社は「高機能フィル
ム展（フィルムテック ジャパン）」、「Convertech 
JAPAN（コンバーテック ジャパン」、「IGAS（国
際総合印刷機材展）」など、全国規模で開催され
る展示会にも出展しています。展示会は試作品や
サンプルを提供することで品質の高さを実感して
もらうことができる絶好の機会です。また、多く
の来場者と話をすることで新たな研究開発の課題
を見つけることができる場でもあり、今後も積極
的に出展したいと考えています。

――技術開発への取り組みについてお聞かせ
　　ください
　当社は受注生産であり、発注元からの要望に合
わせて配合を作製することから、各種薬品の組み
合わせは無限大となり、その配合技術が会社の命
運を左右します。まさに開発型企業たる所以であ
ると言えます。
　例えば、印刷機械で使われるUVインキは、紫
外線のエネルギーを吸収することによりインキを
瞬間に硬化（乾燥）させるもので、作業時間の短
縮などに大きなメリットがあります。一方で、ゴ
ムロール表面にインキが堆積しやすいという特徴

もあり、洗浄にかかる時間が長くなる傾向があり
ます。洗浄には専用の溶剤が使用されますが、洗
浄時間が長くなるとゴムローラーが劣化しやすく
なります。当社ではこの課題に長年取り組み、イ
ンキの塗布性能を高めると同時に溶剤の耐性にも
優れるローラーをつくることを実現しました。現
在、当社製品の品質が世界でナンバーワンである
との自負を持っています。
　製鉄などの大規模な工場においては、たった一
つのローラーの不具合によって数百メートルに及
ぶラインがストップしてしまうこともあるので、
品質に妥協することは許されません。お客様の要
望に適合する配合を見出すまで幾度も作業を行い
ます。原料は天然ゴム、クロロプレンゴム、ニト
リルゴム、シリコーンゴム、フッ素ゴムなどのゴ
ムを基本に、各種薬品や添加剤を約10～20種類混
ぜ合わせ、その組み合わせにより耐熱性、耐油性
などの特徴が出ます。当社の手持ちの配合は約
300種類となっており、お客様の多様なニーズに
応えています。

■  全社一丸体制と取引先の協力により震災の
危機を乗り越える

――震災時の対応についてお聞かせください
　震災当日はすぐに社員全員を帰宅させました。
そして３日間は休みとし、その後出社できる者か
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ら出社してもらう体制としました。機械設備に関
しては大きく損壊することが避けられましたの
で、精度の調整などを行い再稼働できる体制を整
えました。電気と電話は１週間ほどで開通し、営
業所との連絡やゴムローラーの研磨ができるよう
になり、東京、大阪、新潟などから食料や燃料を
確保しました。社員の通勤に関しては、タクシー
15台を10日間ほど手配することにより、ガソリン
不足を乗り切りました。
　しかし、水道が復旧したのは震災から１か月後
で、最も苦労したのが水の確保でした。当社の
ゴムの加硫※方法は温水加硫方式を採っているた
め、作業には大量の水が必要となります。幸い、
取引先の運送会社を通じ毎日20トンの地下水を供

給してもらうことができ、実質稼働再開後10日ほ
どで加硫を再開することができました。
　当社の取引は東北以外が８割を占めており、工
場が再開できない場合は発注先が他社へ変更され
る可能性が十分ありました。一度取引先が変更さ
れた場合、その後仕事が戻ってくることは殆どあ
りません。もし水道の復旧を１か月待っていた
ら、約半数の取引先を失っていたと思います。社
員が一丸となり復旧に取り組み、また取引先の協
力も得られたことにより、早期再開にこぎつける
ことができたと考えています。
※ ゴム系の原材料を加工する際に、弾性や強度を確保す

るために硫黄などを加える工程。加える化学物質によ

り様々な特性を持つゴムが製造される。

■  失敗を恐れず挑戦を続け、お客様のニーズ
に応える

――経営理念や人材育成についてお聞かせ
　　ください
　当社では経営理念として大きく３つ掲げていま
す。

１ ．ユニークな製品を提供し、顧客第一主義を
つらぬく企業

２．やりがい・働きがいのある会社を創る
３．新しいことに絶えず挑戦する

当社独自の配合技術により生みだされた多種多様なゴムローラー

GRANPAULⓇUVシリーズ

UV インキに対し化学的に不活性なた
め、インキ締まりを抑え、着肉転移性、
機上安定性に変化を与えない。ロー
ラーもインキの影響を全く受けないた
め、膨潤や軟化を起こさず、長期安定
使用が可能。

UREGRA-SV

耐摩耗性、耐エッジ性などの強度特性
に優れ、傷が入りにくく、トルエンや
メチルエチルケトンに代表される溶剤
に優れた耐性を持つコーティングロー
ラー。

MIMOSAⓇシリーズ

あらゆる場面で優れた除塵効果を発揮
する粘着ローラー。製鉄・製紙・フィ
ルム・印刷・弱電部品の製造ライン、
特にクリーンルーム内で使用されるも
のも多い。

次々に出来上がる各種ローラー
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　技術開発型企業である当社にとっては、お客様
のニーズを的確に捉え、そのニーズに誠実、迅速
に対応することが不可欠です。これからも品質が
ずば抜けて高く、他社に真似のできないユニーク
な製品を提供していきたいと考えています。
　そのためには、社員が働きがいのある職場であ
ることも重要です。社員に対しては、みんなが主
体的に行動し、希望を持って働くとともに、周囲
に対する思いやり、協調の精神を発揮し仕事に取
り組んでほしいと思います。
　また、各自がそれぞれの役割の中で明確な目標
を持ち、達成に向けて常に前進を心掛けること、
そして失敗を恐れず挑戦し続けること。それを実
践している者が積極的に評価されるべきであると
考えます。
　市場の変化は激しく、主力商品の受注が恒久的
に持続することはありえません。新製品開発のペ
ダルをこぎ続けることで、常にオンリーワンの製
品づくりを求めています。

■  挑戦に終わりはなし
――今後の抱負についてお聞かせください
　高付加価値製品の開発を続けるには、お客様と
の話し合いや、経営・営業・開発の相互連携が大
切です。今年から開発担当者を東京事務所にも常
駐させており、お客様からの相談に対し素早く対
応し、また積極的な提案を行えるよう体制を強化
しました。平成13年に建設したMTC（宮川テク
ニカルセンター）が研究開発拠点としての役割を
担っていますが、現在は各営業所についても営業
のみならず開発の中心であるとの意識を持ってい
ます。
　時代の変化とともに、その変化に飲み込まれる
ことなく対応することが、会社発展の原点だと考
えています。常に向上心を持って、より高度化す
るお客様のニーズに的確にお応えするために、更
なる生産性の向上、営業・開発体制の充実などを
積極的に推し進めます。そして、長年にわたり蓄
積されたゴム製品に関する知識・ノウハウを活か

し、開発・提案型企業として新分野への進出を含
め、現状に満足することなく新たな挑戦の歴史を
刻み続けます。

【インタビューを終えて】

　インタビューの開始から宮川社長の明るく気
さくな人柄に触れ、何事も前向きに捉えようと
いう当社の社風が感じられました。また、汗だ
くになりながら真剣に取り組む作業現場には、
ゴムローラー業界をリードする企業の真摯な姿
がありました。当社独自の配合が様々な試行錯
誤を重ねることでようやく生みだされているこ
とは、製品の外観だけでは気付かない部分であ
り、挑戦を続けることの大切さを改めて教わっ
た思いでした。
　ゴムと薬品の配合は無限大にあるという宮川
社長の話を聞き、ゴムローラーの持つ今後の可
能性とともに、どのような市場の変化にも対応
していくという当社の力強さを感じました。震
災を乗り越え、更に進化を続ける当社の益々の
活躍が期待される取材となりました。

（担当：木村）

開発にかける思いを丁寧に語る宮川社長


