途上国SDGsビジネスが、企業価値を高めるチャンスに！

廃レンガが造る循環型未来都市
独立行政法人国際協力機構（JICA）の民間連携事業を活用し、リサイクル製品を手掛けるエコシステム（能美市）が廃レンガから高性能の道
大量に出る廃レンガの「宝の山」で循環型の未来都市の構築に挑む北陸の元気な中小企業。同社の髙田実社長が「三方良し」でＳＤＧｓ
（持続可

能な開発目標）を推進する連携事業などを熱く語りました。
（聞き手・フリーアナウンサーの戸丸彰子さん）

戸丸 エコシステムの経営
ます︒
このクールな舗装材を

る〝クール〟な舗装材となり

から排出される廃瓦や︑瓦製

発を目指し︑家屋の解体現場

事業内容は持続可能な都市開

展に貢献すること﹂です︒
主な

と同時に︑人類社会の進歩発

の物心両面の幸福を追求する

髙田 日本の人口は将来的

ようなネットワークを世界に

ています︒
最終ゴールはこの

消〟のネットワークをつくっ

を リ サ イ ク ル す る〝地 産 地

社で︑現地で大量に出た廃瓦

く︑ボリビアの施工業者や販

とができれば︑会社だけでな

ビジネスとして根付かせるこ

海外で
の未来都市にすることですね︒ うようになりました︒

広げ︑全世界の都市を循環型

売業者︑現地で暮らす人々の

が通用するのではないかと思

から海外でもビジネスモデル

にもなります︒
国内での実績

めることは︑地球環境のため

でクールな舗装材を世界に広

瓦・レンガを再利用したエコ

装の整備が十分ではなく︑さ

様々なコストも安く︑また︑舗

開発途上国は先進国に比べて

っぱいあると分かりました︒

と︑ボリビアにはレンガがい

界の都市をくまなく見ている

チップや歩道用の景観舗装材
を製造しています︒

は何だったのでしょうか︒

ＪＩＣＡの支援に勇気づけられ
コロナ禍で遠隔型の可能性調査

の商売にもなります︒
戸丸 ボリビアに目を向け
たのはどうしてですか︒

あるなど︑日本とのつながり
があり︑ここは良さそうだと
思い︑すぐに現地へ飛んでい

れました︒
それが原動力にな

きました︒
本当に勇気づけら

現地へ行って調査するのが前

予定しています︒
これまでは

見てもらうために試験施工を

あるクールな舗装材を実際に

す︒

げ可能性の調査を行っていま

インツールでビジネス立ち上

のリソースを活用してオンラ

地で既にある機関や人材など

ＩＣＡの支援を受けながら現

きました︒

り︑
今につながっています︒

提でしたが︑コロナ禍で現地

髙田 グーグルマップで世

戸丸 ボリビアでの事業の

渡航が難しくなる中でも︑
Ｊ

髙田 ＪＩＣＡボリビア事

進捗状況はどうなっています
ってつながったのでしょうか︒ はどのような内容でしたか︒

務所に紹介を受けた建設会社

き構成機関から様々な助言を

への参加を勧められ︑かがや

ま し た︒同 時 並 行 でＪＩＣＡ

相談して専門家の助言を受け

してくれました︒
言葉や移動

ィブ並み︒
さらにその方は建

本人で︑現地の言葉はネイテ

年以上現地に在住している日

装材を使う１００億円のビッ

の壁は一切ありませんでした︒ ２００キロの自転車道路に舗

支援ネットワーク﹁かがやき﹂ 設業を営む日本人の方も紹介

に相談し︑いしかわ海外展開

し か も︑
ＪＩＣＡボ リ ビ ア 事

クプロジェクトで︑価格面と

全長
画があり︑
幅 メートル︑

の近郊で新たな都市を造る計

る都市の一つ︑サンタクルス

ます︒
ボリビアで発展してい

ガ工場の担当者と交渉してい

▼▼
▼▼

支援

▼▼
▼

日本企業の海外事業展開の促進
地域経済の活性化の促進

自国が抱える
開発課題を解決したい

舗装材を製造︑施工したい︒
Ｓ

ＤＧｓの 達 成 期 限 で あ る

年までに海外展開し︑上場を

目指すところまでもっていき

たいですね︒

戸丸 ＳＤＧｓが世間に浸

透する以前から持続可能な取

り組みをされています︒

髙田 ＳＤＧｓが声高に言

われる前からの取り組みです

が︑金沢工業大学の平本督太

郎先生のアドバイスを受けて︑

世界展開しようと思いました︒

れをクールな舗装材に再利用

のは本当にもったいない︒
そ

良いものです︒
これを捨てる

ラミックスで︑硬く安定した

てさせていただいています︒

な仕事をＪＩＣＡの力を借り

のため人のためになり︑そん

てすごくいい︒
この事業は世

ができれば︑地球環境にとっ

瓦やレンガは粘土を焼いたセ

して洪水や温暖化を防ぐこと

様々な支援ネットワークを活用
付加価値を生むビジネスに

戸丸 ＪＩＣＡの民間連携

事業を活用したメリットを教

えてください︒

髙田 ＪＩＣＡの支援があ

るのとないのでは全く違いま

す︒
現地カウンターパートを

繋いでもらい︑事業を推進し

ていけるのはその
﹁信頼﹂
があ

る か ら こ そ で す︒
ＪＩＣＡの

民間連携事業は意外と知らな

い人が多いと思います︒
ハー
戸丸 ボリビアでのＪＩＣ

ッパ︒
瓦やレンガの中心地の

と思っています︒
後はヨーロ

込みする必要は全くありませ

けないと思いがちですが︑尻

ていますが︑その技術は地元

持ち︑地元のインフラを担っ

ドルが高く︑なかなか門を叩
Ａの民間連携事業を受け︑今

でしか使わないところが多い

と思います︒
そのような技術

ん︒
しっかりとした理念とや

る気を持ってＪＩＣＡの門を

ような場所ですから︒
第１フ

︵２０１９〜 年︶
に可
髙田 ボリビア以外に現在︑ ェーズ

能性調査やノウハウ展開を行

玉大学︑ハノイ土木大学とも

ロジェクトメンバーである埼

ンプラントを投入して現地で

開し︑自社開発の車載式生コ

に現地法人を設立して営業展

るとお聞きしています︒
日本

世界に貢献していくのが良い

や制度を使ってチャレンジし︑

なるには︑いろんなスキーム

企業の海外展開と開発途上国

と思います︒
開発途上国と太

小建設業も非常に高い技術を

﹁土建業﹂と言われる我々の中

トワークを活用しながら︑﹁三

方良し﹂
を展開し︑付加価値を

っていくと信じています︒

い技術レベルを持っています︒ 生むビジネスとして現地で定
着すれば︑より良い世界にな

髙田 日本の企業は大変高

セージをお願いします︒

が︑連携事業を検討している い パ イ プ を 持 つＪＩＣＡや
同じ北陸エリアの企業にメッ ﹁かがやき﹂の幅広い支援ネッ

の課題解決に貢献しています

野でのべ 件以上に上ってい

農業︑保健医療等の様々な分

年から始めた民間連携事業は がだんだん小さくなっていく
１００
北陸三県で環境・エネルギー︑ 中で︑ 年︑ 年︑ 年︑
年後も存続していける会社に

国内では人口が減少し︑市場

外が待っていると思います︒

は胸を張って外に出せますし︑
ベトナムにも進出を模索して

い︑第２フェーズ
︵ 〜 年︶ が見えてきます︒

連携し︑現地の建設廃材リサ
イクル調査に取り組んでいま
す︒
また︑ベトナムにあるＪＩ
ＣＡの
﹁日本センター﹂
が現地
民間企業との橋渡しにも協力
してくれました︒
今後は瓦や

戸丸 ＪＩＣＡが２０１２

お り ま す︒
ＪＩＣＡ関 連 の プ

叩けば︑そこから新しい世界

後の展望を教えてください︒

ボリビア周辺国で展開し
年までに上場目指す

上記の2次元コードを
読み取るとJICA民間
連携事業のほか事例
もお読みいただけます

独立行政法人国際協力機構（JICA）
https://www.jica.go.jp
JICA北陸
所管地域：富山県・石川県・福井県
TEL076-233-5931

廃瓦リサイクルをＦＣ展開
﹁地産地消﹂ネットワーク
理念や事業内容を教えてくだ
広めようと︑全国にフランチ

造工場からの規格外瓦を粉

に減り︑市場はどんどん小さ

ャイズ︵ＦＣ︶契約を結んだ

廃瓦を利用した舗装材は多
くなっていきます︒
世界では

髙田 経営理念は﹁全社員

さい︒

孔質であり︑透水性や保水性
廃瓦や︑廃瓦と似た素材であ

戸丸 海外展開のきっかけ

があり︑熱が伝わりにくいの
るレンガ廃材をリサイクルし

砕・再利用し︑園芸資材の瓦

が特徴です︒
集中豪雨による
ている国は少なく︑不法投棄

生活も改善される﹁三方良し﹂ らにボリビアは日系人社会が

洪水や都市部のヒートアイラ
されているところも多いです︒

JIC Aの 民 間 連 携 事 業とは

か︒

髙田 いろいろと支援して

を営む日本人の方に窓口とな

戸丸 ＪＩＣＡのサポート

髙田 最初のつながりは全
い た だ き ま し た︒
ＪＩＣＡボ

戸丸 ＪＩＣＡとはどうや

くありませんでした︒
ボリビ

受けました︒
その後︑
ＪＥＴＲ

務所は本事業のコンセプトに

機能面で現地の商品と勝負し

レンガのある地域にどんどん

50

っていただき︑市役所やレン

Ｏの専門家と共にボリビアへ

共 感 し て く れ て︑共 に 行 く

ています︒
透水性や保水性が

事業を展開していきたいです
ね︒
南米ではボリビアから周
辺国に伝播させることはでき
ると思っています︒
東南アジ
アはベトナムからカンボジア

20

リビア事務所の担当者は︑

行 き︑
ＪＩＣＡボ リ ビ ア 事 務

先々でＰＲを補助していただ

海外展開したい

対談する髙田社長︵右︶と
戸丸さん＝能美市寺井町

10

ア へ 行 く 前 に︑
ＪＥＴＲＯに

所からも多くのサポートを頂
きました︒
帰国後︑
ＪＩＣＡの

途上国

30

Ｊ
ＩＣＡ北陸やＪＥＴＲＯ富山、中小企業
基盤整備機構北陸本部、富山県商工労
働部、富山県新世紀産業機構、日本政
策金融公庫富山支店、北陸銀行国際部、
商工組合中央金庫富山支店が集まり、
海外ビジネスに取り組む富山県内企業
を支援するために２０１８年１２月に設立
しました。海外展開に関する情報紹介
や、専門家への相談、販路開拓、資金
調達など、企業の要望に沿って適切な
支援メニューを案内できるように、各機
関の相互理解や、連携する枠組みの構
築に取り組んでいます。

などの西に向かって広げたい

50

チーム「海外展開
サポートとやま」

ンド現象の対策にも期待でき

途上国における開発上の課題解決に向け、
ＷＩＮ-ＷＩＮの事業を展開

Ｊ
ＩＣＡ北陸やＪＥＴＲＯ金沢、中小企業
基盤整備機構北陸本部、日本政策金融
公庫金沢支店・小松支店、日本貿易保
険、石川県、商工組合中央金庫金沢支
店の七つの機関が構築したネットワー
クで、
２０１５年から海外展開に取り組む
石川県内の中小企業を対象に、海外展
開に必要な知識やノウハウの提供、専
門家派遣、販路開拓、資金調達などに
ついて一体的に支援しています。これ
までは各機関が個別に各自のツールを
紹介していましたが、かがやきでは各機
関が連携し、各社の取り組み段階に応
じて機関の枠にとらわれず横断的に支
援メニューを提案しています。

民間連携事業に応募し︑採択

栗田工業入社。
０５年エコシステム入社、
１８年同社社長に就任。

ＪＩＣＡ

26

（フリーアナウンサー）

﹁三方良し﹂でＳＤＧｓを推進

ボリビアで発生した廃レンガの山
（㈱エコシステム提供）

日本企業

22

戸丸 彰子さん

廃レンガを再利用し︑
歩道に敷き詰められた舗装材
＝ボリビア・サンタクルス︵ＪＩＣＡ提供︶

「かがやき」

されました︒
また今は中小機
（たかた・みのる） 能美市生まれ、
４３歳。
２００２年大学卒業後、

30

石川・富山の中小企業
海外展開のサポート体制

構のハンズオン支援も受けて
います︒

代表取締役社長

髙田

実氏
株式会社エコシステム

10

23

20
30

ボリビアで大手窯業製品メーカの経営幹部と
打ち合わせを行う髙田社長（奥中央）
ら関係者
＝ボリビア・サンタクルス（㈱エコシステム提供）

技術やアイディアによる貢献への期待が高ま
り、開発途上国で多様なビジネスチャンスが
拡大している。JICAは、政府開発援助（ＯＤ
Ａ）を通じた長年の協力により築いた開発途
上国政府とのネットワークや信頼関係、事業
のノウハウを活用し、開発途上国への展開を
検討する日本企業を支援している。
日本の民間企業は様々な分野で優れた製
品・技術を有しており、開発途上国の社会的・
経済的課題の解決に貢献する可能性をもって
いる。持続可能な開発目標（SDGs：Sustaiｎａ
ｂ
ｌ
ｅ Development Goals）では、貧困から
の脱却と持続可能な開発を実現するため、あ
らゆる関係者の連携が重視され、民間企業の

ボリビアから届いた廃レ
ンガを細かく砕いた骨材
＝能美市寺井町

路舗装材を製造する技術を駆使して、南米のボリビアでインフラ整備を行う基礎調査を始めました。
ＪＩＣＡの支援を受け、遠く離れた異国の地で

