report 企業紹介

「炭」をテーマとする地道な研究開発で
多角化を図る環境循環型企業

◎はじめに
本稿で紹介する共同産業㈱は、大手焼肉チェー

共同産業株式会社

ン等で使用される成型木炭「オガ炭」の製造・
販売を主力事業とする。炭製品というと一見地
味で古臭いイメージを抱かれがちだが、当社は
ほぼ半世紀もの間、炭分野に関する様々な技術・
ノウハウを蓄積してきた炭化のスペシャリスト
として存在感を高めてきた。カンボジアでのＮ
やまじ

ＧＯ活動を経験した山路太郎社長ならではの地
に足のついた経営の下、地道な研究開発で「環
境循環型企業」を目指す当社の取り組みを概観
してみる。
山路

太郎

社長

（やまじ・たろう）

◎山路社長のＮＧＯ活動が大きな転機
●会社概要

当社は昭和24年に製材･木材業として山路太郎

所 在 地：山口市下小鯖 850-2
年

商：3 億 50 百万円（平成 21 年 9 月期）

設

立：昭和 24 年 10 月

資 本 金：10 百万円
従 業 員：22 名（平成 22 年 4 月末現在）
たん

事業内容：オガ炭及び関連商品の開発・製造・

工

氏の父親によって創業され、水産用の木箱製造
せいかん

こうぼく

（製函）や炭鉱向けの木材（支柱等に使う杭木）
納入を行っていた。しかし、炭鉱の閉鎖等に伴
う需要減少から、昭和39年に成型木炭の製造へと

販売

事業転換し、
「炭」との長い付き合いが始まった。

山林経営

当時、既に多くの製材所が新規事業として成型木

貸倉庫事業

炭を製造しており、当社の参入は最後発に近かっ

場：国内（山口市）
海外提携工場（マレーシア）

Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.kyodo-sangyo.jp

た。灯油需要の拡大等を背景に、風呂釜用の薪の
代用品・オガライトの売れ行きが落ち込み、オガ
ライトを炭化したオガ炭も販売競争が激化。売上
は右肩下がりで推移し、山路氏が社長に就任した
数年後、当社は廃業の危機に追い込まれていた。

●会社沿革

ちょうどその頃、山路社長及び当社にとって、

昭和24年10月

製材•木材業として創業

昭和62年５月

山路太郎氏が社長に就任

平成３年７月

山路社長がカンボジアに渡航

平成11年６月

マレーシアの提携工場への技術供与

平成11年11月

油吸着材「スミレイ」の製造を開始

揺れるカンボジアでのＮＧＯボランティアに誘

平成15年10月

油吸着材「スミレイ」が日本吸着学

われたのである。山路社長は、会社の経営が軌道

を開始

会技術賞を受賞
平成22年２月

財団法人やまぎん地域企業助成基金

大きなターニングポイントとなる出会いがあっ
た。ボランティア活動の草分け的存在とされる周
じつじょう

1
南市の僧侶・有馬 実 成 氏（故人）
から、内戦に

に乗らない上、妻子を養う身でありながら、有馬

の助成企業に選定
1
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曹洞宗の僧侶。国際協力ＮＧＯセンターの元理事長。
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氏に勧められるままに敢えて死地に赴く。現地で

なく、トレーサビリティの確立された食品衛生

は、目の前を銃弾が飛び交い、地雷原を示すドク

上問題のない原料を厳選して調達する。例えば、

ロマークが至る所に掲示されるなど、街は壊滅的

国内工場で原料として仕入れるのは、長期安定

な打撃を受けていた。バブル経済を謳歌してきた

供給の契約を結ぶ大手製材工場で発生するオガ

日本とは真逆の世界で、死と隣合わせの崖っぷち

クズのみである。

の生活を実体験した山路社長は、同じ人間でも生

また、オガクズや炭の灰のＸ線蛍光分析を他

まれた場所の違いだけで生活環境に雲泥の差が生

社に先駆けて実施し、燃焼した炭の発熱温度を

じることに愕然する。その悲惨さの中で山路社長

測定（時系列の温度グラフ作成）することで原

が勇気付けられたのが、どん底の境遇でも笑顔を

料・製品の品質をチェックするなどして、安

絶やさない人々の姿であり、
「人生なんてどうに

心・安全を前面に押し出した製品づくりを推し

かなるさ」と良い意味で開き直り、迷いを超越し

進め、顧客からの信頼を高めてきた。

たいわば悟りの境地に達した。
帰国後、劇的に変化した山路社長の人生観が会

◎キメ細やかな工程管理で安定品質を確保

社経営にも影響を及ぼすこととなる。
「乗り越え

この「安心・安全」の徹底のみならず、納品

られない困難はこの世に存在しない。どんな事業

先の顧客からは、
「安定品質」に対する評価も

でも継続することによって、地域や社会に何らか

高い。当社は、製造工程に独自のオガクズ乾燥

の形で貢献できる。真正面から勝負すれば倒産し

システムや水分等を微調整可能な数値管理シス

ても悔いはない」との強い思いを抱き、厳しい経
営を覚悟の上で、燃料としてのオガ炭製造を軸と
する「炭」関連事業の継続を決意するに至った。

◎安心・安全を最重要視したものづくり
当社の製造する「オガ炭」とは、製材工場か
ら出る杉や松等のオガクズを押し出し成型機で
加熱圧縮したものに、竹輪のような穴を開けた
硬質の人工炭である。天然の樹木を原料とする
通常の木炭と比べて、火つきが悪く火力が比較

▲ 当社製造のオガ炭

山頭火

的弱い一方、品質が安定し、パチパチとはねる
ばくちょう

爆跳や煙の発生がなく、火持ちが良く温度変化
も少ないという特長をもつ。
昨今、あらゆる事業分野において、
「安心・
安全」に対するニーズが高まっている。焼肉や
焼鳥等に使用されるオガ炭も、製品の安全性に
対する顧客からの要求レベルは非常に高い。し
たがって、当社では、接着剤等が使用された集
成材・廃材や環境汚染のひどい地域の樹木では

▲ 窯出しの風景
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テムを導入しているほか、各工程のチェック体

を活かし、様々な炭化関連製品の開発による事

制強化にも努めながら、オガ炭を自社一貫生産

業の多角化を模索している。
その中でも代表的な製品が油吸着剤の

している。また、自社で開発したコンパクトな

スミ

登り窯を採用し、生産ロットを小さくすること

レイ

である。コーヒー豆の絞りカスの処理に

で、品質のバラツキを最小限に抑える。コスト

困っていた地元の飲料製造業者からの打診をきっ

を最優先しがちな大手メーカーでは、当社のよ

かけとして、平成11年から研究開発・製造を開

うな工程管理は難しい。きめ細やかで基本に忠

始。この

実なものづくりの姿勢が当社の強みといえる。

ヒー豆をリサイクル（特殊な焼成炭化）して製

スミレイ

は、ドリップ後のコー

造される活性炭で、産業廃棄物として処分され

◎海外工場への製造委託で安定的に製品供給

ていた無駄なオガクズを活用するオガ炭と同様

こうした「安心・安全」
、
「安定品質」の確保

に、環境配慮型の製品2である点がセールスポ

による競合他社との差別化に加え、山路社長の

イントの一つとなっている。

父親時代からの人脈の手助けを得て、
「牛角」

機能的には、水面に拡がった薄油膜の精密防

（㈱レインズインターナショナル）等の全国区

除が可能で、油（超薄油膜）のみを強力に吸い

の焼肉チェーンとの取引を勝ち取り、事業規模

込む。当社は１次加工メーカーとして製造を行

の拡大につなげた。現在では、大手コンビニの

い、製品を共同開発した岡山市の谷口商会㈱が

炭火焼弁当を製造する工場等に製品を出荷する

販売を担当している。

ほか、都市部を中心に個人客へも直売し、個別
ニーズに応じた受注生産も可能である。
平成11年以降、主要納品先からオガ炭の安定

なお、油吸着剤の市場は、河川、湖沼、ダム
等の内水面市場、タンカー等に搭載する海水面
市場、工場等の産業用市場の３つに分けられる。

供給に対する強い要望を受けた当社は、マレー

当社の主要ターゲットは海水面市場よりも性能

シアの提携工場へ一部製造を委託している。オ

要求の高い内水面市場で、国土交通省河川局、

ガ炭製造工場としては東洋で最大規模を誇るこ

高速道路会社、地方自治体等が納品先である。

の海外工場。そこで製造される輸入炭の品質を
国内産と遜色のないものとするため、当社は生
産体制の綿密な管理に基づく品質確保の努力を
怠らない。原料の調達段階から指導を行うほ
か、毎月の生産関連データ、納品された製品の
燃焼温度等を分析し、その結果を提携工場に
フィードバックすることで製造工程の改善にも
努める。
▲ 油吸着剤

◎炭化を軸とする研究開発で多角化を模索
当社は、長年にわたって積み重ねてきた炭化
の技術・ノウハウとともに、実験炭化炉や過熱
水蒸気発生装置といった設備を所有している点

20

2

スミレイ

オガ炭の製造に際し、オガクズを燃焼させると二酸化炭素
が発生する。しかし、その炭素は、木の成長過程で光合成
によって大気中から吸収した二酸化炭素に由来するもので
ある。全体でみると大気中の二酸化炭素は増加しておらず、
「カーボンニュートラル」とみなされる。
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折しも、
政府は公共事業の削減方針を打ち出し、

立自尊の精神を大切にしてきた山路社長は、
「企

今後の受注環境は厳しさを増すことが予想され

業経営で一番難しいのは、当たり前のことを当

る。また、当社の製品は高い吸着力に定評があ

たり前にすること」、
「商売で大事なのは、裏道

ふしょくふ

る一方、２次加工（不織布等への封入ほか）に

や抜け道を探すのではなく、王道で正々堂々と

よる品質劣化、高コストといった弱点も併せ持

勝負していくこと」とも語る。「安心・安全」

つ。現在、当社では、これらの弱点を克服すべ

の徹底は企業の社会的責任の観点に立てば当然

く、山口県や青森県の産業技術センター、山口

の行動だが、逃げも隠れもせず真っ向からそれ

大学、民間企業との産学官連携で製品改良（マッ

を実践してきた誇りを、山路社長の表情から垣

ト化による価格競争力のアップほか）に着手し

間見ることができる。

ており、内水面市場でのシェア拡大及び海水面
市場への拡販を狙う。
この スミレイ を生み出した研究開発力が、

◎おわりに
カンボジアにおけるＮＧＯ活動を通じて「ど

当社にとっての生命線である。しかし、経営資

ん底でも笑うことのできる人間の強さ」を目の

源が限られる中、企業として「頭脳」の部分を

当たりにした山路社長のモットーは、
「何事も

更に強化するためには、外部機関との連携が欠

明るく、楽しく」
。行き過ぎた競争による事業

かせない。今後、オガ炭を製造する際に発生す

拡大や利益至上主義とは一線を画し、環境や地

る煙・熱を活用した新製品の開発をはじめ、「出

域への配慮を考えた経営へと早くから舵を切

口」の部分を如何に開拓していくかが当社の抱

り、ものづくりの好きな社員達を率いて、地道

える大きな課題といえ、炭の機能面における共

に研究開発を積み重ねてきた。

同研究の成果が待ち望まれる。

環境への配慮が企業の存続に必要不可欠とさ
れる時代の中、
「今あるものを大事にする」と

◎独立自尊の精神で正しい道を進む

いうエコの基本に則った経営理念を掲げ、本当

以上のように、研究開発による多角化に積極

の意味で「環境にやさしい企業」へ進化しよう

姿勢をみせる当社だが、闇雲に新しい事業領域

と苦闘する当社の姿勢には、縮小懸念の強い地

へ手を広げているわけではない。研究開発の対

域経済を生き抜く上でのヒントが隠れているの

象は

かもしれない。

スミレイ

のほか、オガ炭の製造過程で

（安岡

排出される木タールを減圧蒸留して油吸着材の

和政）

添加剤等に精製する技術など、あくまで現状の
事業の範囲内にとどめ、最も得意とする「炭」
分野に的を絞った多角化を目論む。
また、山路社長は、「できる限り何事も自社
で行うことが事業の存続・発展の近道」だと考
える。つまり、社員に対して求めるのは、自ら
の頭で考えて製品を開発し、自らの手で製品を
作って売るという、自己完結型の仕事である。
このように、事業領域の明確化と同時に、独

▲ 工場外観
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