report 企業紹介

「発明家社長」のアイディアと「松下
イズム」の息づく高い志が瓦の常識を
変え、アスベスト問題解決にも貢献

◎はじめに
日本家屋を象徴する屋根瓦。住宅用屋根材の

株式会社

分野では、昔ながらの粘土瓦１が高いシェアを
有するほか、瓦以外の屋根材（金属製など）の
市場規模が拡大する一方、本稿で取り上げる㈱
コトガワ（宇部市）の主力製品・プレスセメン
ト瓦２は、需要が縮小しメーカー数も激減した。
こうした中で同社は、勾配が小さく雨水が流

コトガワ

れにくい屋根にも対応した、防水性の高い瓦を
生み出すなど、優れた開発力・技術力により厳
しい環境を乗り越えてきた。社長の佐々岡良介
氏は、30代でＵターンするまで大手電機メーカ
ーの技術者を務め、画期的な製品の開発に携わ
った。磨き抜いたアイディア力と、高い社会貢
佐々岡

良介

社長

（ ささおか・りょうすけ ）

●会社概要
所 在 地：宇部市大字妻崎開作 140‑1
年

商：150 百万円（2011 年 12 月期）

設

立：1975 年４月

資 本 金：10 百万円
従 業 員：８名（2012 年７月末現在）
事業内容：プレスセメント瓦・ブロック製造販売、

献意識により、アスベストを含む屋根材の安全
な撤去工法も開発し、東日本大震災の被災地な
ど全国への普及を図っている。
今回のレポートでは、発明家の顔も持つ佐々
岡社長の異色の経歴や、従来の常識を覆す製品・
技術の数々、さらにはアスベスト問題の解決に
向けた取り組みの現況を紹介する。

屋根工事、各種建材販売
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.kotogawa.com/

◎松下電器の技術者を経て30代でＵターン、
家業の立て直しに奮闘

●会社沿革
1948年4月

佐々岡政一氏が創業

1975年4月

有限会社琴川建材工業所設立
(資本金8百万円)

1948年に創業した。政一氏は元々、島根県の寺

1986年

超緩勾配瓦「ユーロベスト」生産開始

に生まれた僧侶で、布教の際に立ち寄った宇部

1987年

ユーロベスト会発足、ライセンス生産
開始

の寺で役僧３を務めていたところ、宇部興産㈱

㈱コトガワは、佐々岡社長の実父・政一氏が

1995年11月 株式会社コトガワに組織変更(資本金
10百万円)、佐々岡良介氏社長就任

の炭鉱住宅で行った講話が評判となり、縁あっ

2001年3月

財団法人山口銀行地域企業助成基金の
産業開発部門受賞

て同社の人事部門に転職する。その後、軍への

2001年4月

新本社•工場へ移転

2008年4月

「ユーロベスト」で「科学技術賞」(文
部科学大臣表彰)受賞

2011年4月

アスベスト飛散防止工法「シールドサ
クション工法」で特許庁長官より「知
財功労賞」受賞

2012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
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召集・終戦を経て宇部に戻り、厚東川にかかる
１

２
３

粘土を原料とする瓦で、
表面に釉薬を塗って焼成した
「陶
器瓦」や、粘土のまま焼成した後に燻す「いぶし瓦」等
がある。三州瓦（愛知県）
・石州瓦（島根県）
・淡路瓦（兵
庫県）が有名。
セメントと骨材（砂）を混ぜた原料をプレス成形してつ
くる瓦。
住職をサポートする僧侶。

「琴川橋」
（社名の由来でもある）の近くでレン

売が各３分の１を占めている。

ガやセメント瓦の製造を始めた。
創業者である父親は、佐々岡氏が中学生の時

◎独自形状・特殊塗装・新工法を導入した

に死去し、家業は母親が引き継ぐ。20歳上の従

高機能瓦「ユーロベスト」開発

兄が後継者候補だった（当時専務、後に社長就

㈱コトガワの主力製品の１つが、独自形状（エ

任）こともあり、佐々岡氏は幼少期からの科学

ジェクター方式）
・特殊塗装（ハイブリッドコー

好きが高じて、大学で電気工学を学び、松下電

ティング）
・新工法（スルーホール工法）により

器産業㈱（現パナソニック㈱）に入社する。

高い防水性や耐久性等を実現した、高機能セメン

同社では、掃除機のモーターファンや空気清

ト瓦「ユーロベスト」である。

浄機等の開発に携わり、数多くの特許を出願・

Ｕターン入社後、新製品開発に取り組んでいた

取得したほか、業界団体の功労賞を受賞するな

佐々岡氏は、当時の一般的な瓦で問題となってい

ど、20代にして社内きっての技術者となる。松

た「逆漏り」に着目する。勾配の小さい屋根に設

下幸之助氏から直々に新製品の説明を求められ

置されたケースや、強い風雨の際に、重なり合っ

ることもあった。
ところが、20代も終わりに近づく頃から、家
業の経営が過剰投資等で厳しい状況になり、何
とか手助けして欲しいと、母親や親族から帰郷
を迫られるようになる。このまま松下で頑張り
たいとの思いが強く、なかなか首を縦に振らな
かったが、結局は実家を見捨てることができな
かった。
1979年にＵターンし、窮状を目の当たりにし
た佐々岡氏は、社内改革を任され、営業基盤の
再構築に着手する。疎遠になっていたかつての
優良顧客をしらみつぶしに訪ね、大半の取引を
復活させた。また、人事制度についても、松下
時代の経験を生かし、仕事振りが公正に評価さ
れる仕組みとした。一連の改革を経て、10名超
の従業員が去ったものの、生産性や品質が向上
し、売上は急伸した。
これらの取り組みと並行して佐々岡氏は、後
述する「ユーロベスト」等、様々な製品・技術
開発を進めていった。1995年の社長就任後は、
特許などの知的財産を効果的に活用しながら事
業を拡大しており、現在の売上は、瓦・ブロッ
クの製造販売、屋根工事、建材（他社製品）販

▲上：ユーロベスト
中：エジェクターによる防水の仕組み
下：ユーロベストの施工例
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▲左上：ハイブリッドコーティング概要 右上：本塗装を用いたブロック製品の施工例
下：スルーホール工法概要

た瓦の表面を流れる雨水が隙間に浸入し、雨漏り

機成分と無機成分が融合する形
（＝ハイブリッド）

を引き起こすこともあったのだ。そこで佐々岡氏

でセメントに密着した膜の上に、紫外線に強い高

は、
瓦の先端に「エジェクター」という段差を設け、

分子膜の層が形成される。静電塗装は高電圧が必

水を前方に飛ばす方法を発明した。その結果、雨

要で、電気を通す水性塗料での実施が難しく、㈱

水が流れにくい、極めて緩やかな勾配の屋根にも

コトガワも従来は油性塗料を用いていたが、特殊

４

設置可能となった（
「１寸勾配 」までＯＫ）
。また、

な機器の開発で問題をクリアした。シンナーで希

寸法を従来品より大きくすることで、１坪あたり

釈する油性塗料と異なり、水性塗料は水で薄める

の使用枚数が低減され（50枚程度→30枚）
、価格

だけなので、環境・安全面の効果があるうえ、コ

競争力が高まった。

スト的にも有利であり、この塗装はブロックなど

第２の特徴は、セメント瓦の課題であった塗膜
５

他の製品にも採用されている。

耐候性 の向上を実現した「ハイブリッドコーテ

もう１つの「売り」が、１本のネジで２枚の瓦

ィング」である。大手塗料メーカーと共同開発し

を固定する「スルーホール工法」だ。耐風性や耐

６

た水性塗料により、静電塗装 を行うもので、有
４
５

６
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水平距離10につき垂直方向に１ほど上昇する勾配。一般
的な瓦屋根住宅は４〜５寸勾配である。
塗料の膜が風雨・日光等による変質を起こしにくい性質。
セメント瓦の塗膜耐候性は粘土瓦と比べて若干劣ると
されている。
静電気を用いた塗装方法で、塗装面を正極、塗料を負極
とすることにより、塗料の粒子が塗装面に引き寄せられ
る。塗着効率が高く、塗料の使用量や塗装時間の削減に
つながる。
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震性が高く、沖縄県の石垣島では９階建てのビル
の屋根に設置され、
「瞬間最大風速80ｍの台風で
もビクともしなかった」と、社長は本工法に自信
を示している。

◎同業他社へのライセンス供与により、
瓦業界全体の発展も図る
㈱コトガワは、前述の３つの技術に関して、

コトガワのみ販売）。
ちなみに鹿児島県では、桜島の火山灰の重み
で瓦に隙間が生じ、雨漏りを引き起こすケース

国内外での特許出願・取得や、商標・意匠の登

が多いとのことで、防水性の高いユーロベスト

録等により、知的財産の保護を図っている。そ

がシェアを伸ばしている。これにより㈱コトガ

のうえで同業他社に、エジェクター方式とスル

ワは、ライセンス料という収入を得るわけだが、

ーホール工法のライセンスを供与し、
「ユーロ

佐々岡社長の狙いは、単なる自社の収益アップ

ベスト」ブランドによる瓦の製造・販売を許可

だけではない。
「同業者が可能な範囲でノウハ

している。現在は鹿児島県や佐賀県等の９社が

ウを共有することにより、セメント瓦の市場を

手掛けており、
「ユーロベスト会」という組織

広げ、業界全体の発展にもつなげたい」と、志

を設立して共同宣伝等を行っている。さらに同

はあくまで高い。

社は、エジェクター方式を採用した石州瓦も開
発し、ライセンス供与を受けた島根県のメーカ

◎アスベスト含有屋根材の安全な撤去方法を

ーが製造・販売するという形により（商品名「ユ

開発、東日本大震災被災地の復興にも貢献

ーロジェイ」
）
、セメント瓦以外でのライセンス

我が国では、アスベストによる中皮腫等の健

料獲得につなげた。なお、ハイブリッドコーテ

康被害が大きな社会問題となっている。こうし

ィングに関しては、特に高度なノウハウを有す

た中で㈱コトガワは、アスベストを含む屋根材

るため、それらを秘匿する観点から、特許取得

の安全な撤去が可能な「シールドサクション工

は敢えて限定的な部分にとどめ、ライセンス供

法」を開発し、全国への普及を推進している。

与も行っていない（この塗装を用いた製品は㈱

アスベストが入った屋根材は、耐久性の高さ

▲アスベスト含有屋根材を撤去する「シールドサクション工法」のシステム図

やまぐち経済月報2012.9

17

report

等から広く使用され（現在は禁止）
、そうした建

屋根材の固定釘を引き抜き、破片やアスベスト

物は全国に500万棟超存在するという。葺き替え

等を吸引後、トラップボックスで釘や大きな破

等で屋根材を撤去する場合、アスベスト飛散防

片等を分離し、アスベストや粉塵等はクリーン

止のため、
「石綿障害予防規則」に従い、散水に

ルーム用掃除機が捕集する。実証実験で効果は

より屋根を湿潤化する必要があるほか、作業員

立証され、特許を出願・取得したほか、アスベ

は防護服の着用が義務付けられる。ところが、

スト含有屋根材撤去時の工法として、厚生労働

この方法では、作業時の滑落や屋内への浸水の

省より全国の労働局・労働基準監督署に通達が

リスクがあるうえ、アスベスト飛散も皆無とい

出され、国土交通省の「ＮＥＴＩＳ７」にも登録

うわけではない。佐々岡社長は、
「瓦業界の人間

済である。

として何とかしたい」との思いから、山口県産

㈱コトガワは現在、本工法の全国展開を推進

業技術センター・やまぐち産業振興財団など関

中で、その受け皿として合同会社（ＬＬＣ）８を

係機関の支援を受け、散水せずにアスベスト等

活用している。アスベスト除去は公共性が高く、

を直接吸引する工法の開発に成功した。

安全な工事の実施が求められるため、組織的に

システムを構成するのは、
「シールドサクショ

取り組むべく、各地の業者が都道府県単位でＬ

ン工具」
「トラップボックス」
「クリーンルーム

ＬＣを設立し、これに対して㈱コトガワが工法

用掃除機」の３つ。シールドサクション工具で

のライセンスを供与するものである。参加業者
は所定の技術講習を受講し、ＬＬＣが購入した
工具等を用いて作業に携わる。既に12府県でス
タートしており、東日本大震災で大きな被害を
受けた宮城県石巻市では、同県のＬＬＣが、解
体が必要な建物の屋根材撤去作業を市から受注
するなど、本工法は震災復興にも貢献している。
たの

◎仕事は「愉しく」安全第一で
佐々岡社長が掲げる経営方針は「気持ちよく
愉しい仕事を喜んで！」だ。毎日朝礼で唱和し、
社長も当番が回ってくれば自ら発声を担当する。
「たのしい」に愉快の「愉」の字を用いているよ
うに、
「仕事をつらいと思わず、前向きに取り組
むことで、お客様が満足する高品質の製品・サ
ービスを提供していきたい」と、社長は方針の
意味を語る。
㈱コトガワは、顧客満足度向上策の一環とし
７

▲上：シールドサクション工法作業風景
下：工法説明会の様子
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公共工事関連の新技術情報を提供・共有するシステム。
日本版の有限責任会社（Limited Liability Company）。
組織の内部自治が認められ、取締役会や監査役のような
機関を設置する必要がない。

て、瓦の製造・販売だけでなく設置工事にも一

かつ細かい点検を行うなど、安全第一の意識が

部対応する。製品開発から工事までの一貫体制

全従業員に徹底されている。

構築により、ユーザーのニーズを的確に把握し、
タイムリーな製品を生み出すためだ。合計８名

◎おわりに

（うち４名が大学卒）という少数精鋭のスタッフ

本稿で紹介した佐々岡社長の発言や行動から

は、ある日に瓦の設置工事を手掛けたかと思う

は、松下幸之助氏が提唱していた「企業は社会の

と、別の日には工場の製造ラインを担当するな

公器」
「共存共栄」といった経営哲学の一端が感

ど、１人で何役もこなす。こうした努力が実を

じられる。やはり、社長が実践してきた様々な取

結び、従業員１名当たりの売上高は過去最大と

り組みには、若き日に触れた「松下イズム」が息

なった。

づいており、これに自身の豊富な知識と経験が加

また同社では、毎月28日を「安全の日」とし

味されているといえそうだ。瓦業界に軸足を置き

ている。約30年前の12月28日に、塗装工場で大

ながら、社会貢献にもつながる事業を展開する㈱

きな労災事故があり、佐々岡氏がたまたま現場

コトガワはこれからも、斬新なアイディアと卓越

に居合わせていたのだ。当時の工場長が瀕死の

した技術により、業界の常識を変える製品や工法

重傷を負うという、決して忘れることの出来な

を次々と生み出していくに違いない。

い苦い経験を教訓に、設備や作業工程等の広範

（能野 昌剛）

▲左上：瓦の設置工事に臨むスタッフ 右上：瓦の製造ライン
下：㈱コトガワ本社全景
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