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環境ビジネス振興のための
施策活用『見える化』事例集

中国地域の



　中国地域には、廃棄物処理・リサイクル分野など環境に関する優れた技術を有する企
業・事業所が多く存在しています。また、中国地域の大学・高専及び公設試験研究機関の
８割は環境分野の研究を行っており、国、地方自治体及び産業支援機関は環境ビジネス振
興のための多くの支援施策を有しています。
　環境ビジネスをさらに発展させるためには、環境ビジネスに取り組む企業が、支援施策
の活用や研究機関・産業支援機関との連携を通じて事業の競争力を強化していく事が益々
重要となっています。

　中国経済産業局では、平成2８年度中小企業等産業公害防止対策調査「中国地域における
環境ビジネス振興のための展開方策調査」を実施し、中国地域において環境ビジネスに取
り組む事業者の様々な課題を克服するための展開方策を検討するために中国地域の地方自
治体や産業支援機関の支援制度や研究機関の取り組みを調査しました。
　調査の中で、外部機関との連携や支援施策の活用などにより成果をあげている企業を取
材し、優れた取り組みについて情報提供することを目的として中国地域の環境ビジネス振
興のための施策活用『見える化』事例集を作成しました。

　本事例集は、中国地域において環境ビジネスに取り組む企業の中で、会社設立から研究
開発、販路開拓、海外展開など各ステージで大学・公設試験研究機関等の外部機関と連携
し、あるいは支援施策を活用しながら環境ビジネスを展開している企業11社の事例を掲載
しており、施策活用や外部機関との連携に関する背景や経緯、成功のポイントなどを分か
り易くまとめたものです。

　本事例集が中国地域内外において環境ビジネスに取り組む企業や関係機関の皆様にご活
用いただき、研究開発、販路開拓、産学官連携等日頃の事業活動の参考として活用してい
ただきたくことを期待しております。

　最後になりましたが、本事例集の作成にあたりご協力いただきました関係機関の皆様、
そしてヒアリングにご協力いただきました企業の皆様方に厚くお礼を申し上げます。

　平成29年 ５ 月
中国経済産業局　　
環境・リサイクル課
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事例集の見方     2

大学との共同研究で、リサイクル製品である発泡ガラスの高付加価値化を実現
株式会社鳥取再資源化研究所［鳥取県北栄町］     4

国、県、市の支援施策を一貫して活用し
生産拠点の開設から製品開発及び販路開拓へ
株式会社ウッドプラスチックテクノロジー［鳥取県倉吉市］     6

ジェトロや島根県の支援施策を活用し、海外市場を開拓
株式会社研電社［島根県出雲市］     8

研究機関との共同研究により新製品を開発
松江土建株式会社［島根県松江市］    10

産学官金連携で、地域資源を活用したCO２回収・濃縮装置の量産化を実現
株式会社大福工業［島根県出雲市］    12

国等の研究開発事業を活用し、
共同研究により再生プラスチック杭とＩｏＴ技術の融合を実現
株式会社リプロ［岡山県岡山市］    14

広島県、ジェトロの海外展開支援制度を
幅広く活用してベトナムで浄水器納入を実現
株式会社Emax［広島県海田町］    16

共同研究により開発した技術と
リサイクルプラントで金属回収・有害廃液処理事業へ進出
株式会社山陽レック［広島県広島市］    18

モミガラ原料の固形燃料の市場創造から製造装置の需要拡大、海外にも進出
株式会社トロムソ［広島県尾道市］    20

地域の産学官連携で建築廃材を燃料とする事業用ボイラーを開発
長岡鉄工建設株式会社［広島県庄原市］    22

自治体の製品認定を取得し、ダクタイル鋳鉄のパネル枠工法の普及拡大を実現
アボンコーポレーション株式会社［山口県防府市］    24
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●ロードマップの凡例

自社組織・商品  事例企業が設立した組織、研究開発・製品の名称、内容、設備等

連携機関  連携した自治体、産業支援機関・研究機関、企業等

支援施策  活用した支援施策

知財・認定  知的財産権（特許、商標登録など）、認証（ＪＩＳ、ＩＳＯなど）、認定制度（各県グリーン商品認定など）

事例集の見方

●テーマ
事例企業が研究機関との連携や支
援施策を活用して成果を出した主
なステージを記載しています。

●事業展開のポイント
支援施策の活用や研究機関との連
携などで成果をあげるまでの大き
なポイントを ３点あげました。

●環境ビジネス分類
①大気汚染防止　　　　②排水処理　　　　　　　　　　　③土壌、水質浄化
④騒音・振動防止　　　⑤環境測定・分析・監視　　　　　⑥環境調和型製品
⑦環境関連サービス　　⑧廃棄物処理・リサイクル

●会社概要、技術・製品概要
事例集でとりあげた会社の概要や
取り組みの題材となった製品や技
術の概要をご紹介します。

●ロードマップ
事例企業の製品や技術が、成果に
結びつくまでの経過や今後の事業
展開をロードマップに表現しまし
た。
ステージの区分を設立（会社沿
革）、研究開発（共同研究、製品
開発）、事業化（販路開拓、海外
展開）などにまとめて、事例ごと
に設定したステージが、左上から
右下に向けて進展していきます。
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※本文中の支援施策は、事例企業が活用した当時のものです。
　�以後に名称や支援内容の変更、施策自体がなくなっている場合がありますので
ご注意ください。

　　　　　　　 事例企業の成果のポイント
　　　　　　　 （ロードマップと本文がリンクしています）

 取り組みの方向性や内容、連携状況など

point1 

●環境ビジネス分類
①大気汚染防止　　　　②排水処理　　　　　　　　　　　③土壌、水質浄化
④騒音・振動防止　　　⑤環境測定・分析・監視　　　　　⑥環境調和型製品
⑦環境関連サービス　　⑧廃棄物処理・リサイクル

●支援施策を必要とした背景
支援施策を活用する以前、企業が
どのような課題を抱えていたのか
を掲載しています。

●支援施策活用の経緯
支援施策を利用するきっかけ、ど
のように活用したのか、どのよう
な効果があったのかを掲載してい
ます。
活用した支援制度名を青色で強調
（※）。

●経営者・担当者に聞いた
　成功の要因
企業の経営者や担当者が感じてい
る施策などを活用してよかった点
や成功した要因を掲載していま
す。

●今後の事業展開
事例企業の今後の事業展開につい
て、大きな目標とともに、今後の
予定を掲載しています。
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代 表 者／代表取締役　竹内 義章
所 在 地／鳥取県東伯郡北栄町東園58３
創 業 年／平成1３年12月
資 本 金／ 4，000万円
従 業 者 数／ ７ 名
事 業 内 容／廃ガラスの無害発泡技術による発泡材製造
ホームページ／ http://www.t-rrl.jp/

●会社概要

●技術・製品概要

名　称
多孔質ガラス発泡材「ポーラスα®」

　一般家庭から排出されるガラスびんを原料とし、
約1000℃で焼成することで「ポーラスα®」を生産。
　「ポーラスα®」は、多孔質で、大きな比表面積
を持ち、透水性、保水性に優れている。
　標準仕様の他に様々な機能を付加させることで、
農業用水の浄化、砂漠の緑化、節水型野菜栽培、
悪臭除去、フッ素の除去など用途に応じて形成す
ることが可能。
　原料がガラスびんであることから、施工後、製
品から重金属の有害物質が溶出することがなく、
環境汚染の懸念がない。

大学との共同研究で、
リサイクル製品である発泡ガラスの高付加価値化を実現

テーマ  研究開発・特許活用・海外展開　／　 環境ビジネス分類  廃棄物処理・リサイクル

さまざまなガラスを原料として生産される発泡材

株式会社鳥取再資源化研究所

事業展開のポイント

ステージ H16～18年 19～21年 22～24年 25～27年 28年 これから

共同研究

製品開発

販路開拓

海外展開

研
究
・
開
発

事
業
化

モロッコ試験栽培、現地Ｆ/S

セネガル試験栽培

県中小畜産試験場

point2 

鳥取大学

多孔質ガラス
発泡材開発

「ポーラスαⓇ」

製品開発・販路開拓支援
鳥取県産業振興機構

首都高速

リン酸イオン
吸着剤開発

軽量段差補修材

鳥取県
次世代・地域資源
産業育成事業

フッ素回収システム
開発

グリーン商品認定

共同特許
共同特許

鳥取県
リサイクル技術・
製品実用化事業

鳥取県
次世代・地域資源
産業育成事業

共同研究継続 （製品・機能の進化）

使用許諾

point1 
相談

使用許諾

鳥取県衛生
環境研究所 point2

鳥取県
リサイクル製品
販売促進事業

コンサルタント会社

point2

モーリタニア
試験栽培

ＪＩＣＡ普及・実証事業

ものづくり補助金
ケニア試験栽培

ＪＩＣＡアフリカ開発
のための民間技術
導入可能性調査

中国経済産業局
ビジネスミーティング

海外販売

鳥取大学

point3

実証試験

モロッコ
現地法人設立

連携継続 ソマリア試験栽培
ＩＯＭパイロット事業

ロードマップ

1 鳥取大学と協働して発泡ガラスの様々な効用を発見
2 施策を活用して、専門研究機関と連携し複数の製品を開発
3 海外で実証実験を行い海外展開を拡大。製品価値が国際機関に注目される



ー 5 ー

１．支援施策を必要とした背景
　（株）鳥取再資源化研究所は、倉吉市と周辺 4町から回収された廃棄ガラスびんを原料として軽量盛土材や防犯
砂利などを生産・販売していた。当初は注目されたものの、後発の類似品が流通するようになると価格競争に陥
り採算性が悪化したことから、付加価値の高い製品の開発が課題であった。

２．支援施策活用の経緯
Point １ 　鳥取大学と協働して発泡ガラスの様々な効用を発見

　ガラス発泡材の活用方法について、鳥取県商工労働部に相談したところ、鳥取大学 産学・地域連携推進機構
のコーディネーターを紹介された。当時、鳥取大学には廃ガラスの活用方法を研究していた教員がいたことに加
えて、国内唯一の乾燥地研究機関「乾燥地研究センター」があったことから、膨軟化、透水、保水、保肥、脱
臭、団粒化など多様な効用があることが分かり、同社が奨学寄付金を提供することで共同研究が開始された。

Point 2 　施策を活用して、専門研究機関と連携し複数の製品を開発
　鳥取県衛生環境研究所が、ガラスに含まれる六価クロムや砒素などの有害物質をリサイクル過程で溶出させな
い技術を開発した。この特許は鳥取県が取得し、同社が「ポーラスα®」として商標を登録し、特許使用許諾を
得て製造を行っている。
　また、鳥取県中小畜産試験場で実証実験を行い、脱臭システムを開発した。一方で、ガラス発泡材を利用して
排水からリンを回収し、肥料として再生するリン酸イオン吸着材「とるりん®」の製品化につながった。これら
製品化にあたっては、鳥取県の「とっとり次世代・地域資源産業育成事業」や「リサイクル技術・製品実用化事
業」などの支援施策を活用した。
　また、発泡ガラスの強度に着目した首都高速道路（株）、パシフィックコンサルタンツ（株）からの働きかけで、
地震災害時に発生する路面段差の応急措置用土のうとして実証実験を行い、「軽量段差修正材」として製品化し
た。現在、首都高速道路（株）とパシフィックコンサルタンツ（株）が特許を出願中。

Point 3 　海外で実証実験を行い海外展開を拡大。製品価値が国際機関に注目される
　ガラス発泡材の保水効果から乾燥地農業への活用が期待されていた。開発当時、鳥取大学乾燥地研究センター
にアフリカ モーリタニアからの留学生がおり、同国で同社のガラス発泡材を用いてトマト等の試験栽培が行わ
れ、わずかな水量でも収穫量が増加することが証明された。この効果が注目され、後に様々な乾燥地域の国や国
際機関から引き合いを受けるようになった。
　ＪＩＣＡの支援を受けアフリカ各地で実証試験を行ったが、特にモロッコでは「中小企業海外展開支援事
業（普及・実証事業）」に取り組み、この成果が海外展開拡大の転換点となった。モロッコを推薦したのは、
ＪＩＣＡから派遣されたアフリカ各国の経済事情に詳しいコンサルタントであった。現在でもアドバイスが大き
な力となっている。ＪＩＣＡの他に、ジェトロ、国連工業化開発機構（ＵＮＩＤＯ）、国際移住機関（ＩＯＭ）
など様々な国際機関と連携している。

３．経営者・担当者に聞いた成功の要因
　同社の研究開発は鳥取大学を中心とした外部の研究機関とうまく連携して進めている。研究機関と新しい研究
テーマを一緒に検討・開発し、同社は、研究成果を活用してビジネス展開を図るとともに、展開されたビジネス
を通じてさらに研究テーマの種を模索している。
　また、特許の取得は、これを活用して利益を得るのではなく、外部から特許侵害などの訴訟に巻き込まれない
よう自分たちの製造方法を守るために取得するという考え方である。

４．今後の事業展開
　今後、大量に廃棄されることが予測される太陽光パネルや自動車用ガラスのリサイクルに向けた、新たな共同
研究がスタートしている。
　また、平成29年にモロッコで100％出資の現地法人設立。ここを海外展開の拠点として、事業の拡大を図る予
定である。
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国、県、市の支援施策を一貫して活用し
生産拠点の開設から製品開発及び販路開拓へ

テーマ  企業立地・研究開発・販路開拓　／　 環境ビジネス分類  環境調和型製品

代 表 者／代表取締役　中山 東太
所 在 地／鳥取県倉吉市谷605-３３ 
創 業 年／平成20年 2 月
資 本 金／ 1 億5，555万円
従 業 者 数／ 24名
事 業 内 容／ウッドプラスチックの開発、生産及び販売
ホームページ／ http://wpt.co.jp/

●会社概要

●技術・製品概要

名　称
ウッドプラスチック製
工事用敷き板「Ｗボード」

　近隣の製材工場から発生する木質バイオマスと
プラスチックを混合溶融機で攪拌することで摩擦
熱を発生させ、摩擦熱でプラスチックを溶かしウッ
ドプラスチックが生成される。
　ウッドプラスチックは、プラスチック（ポリエ
チレン）を木繊維により強化した複合材料で、鉄
板製より軽量で、運搬・施工が簡単で、プラスチッ
ク製よりもさらに安くて環境負荷が少ないのが特
長。

ウッドプラスチックパレット 敷き板「Ｗボード」

株式会社ウッドプラスチックテクノロジー

1 企業立地支援制度を活用して、新工場建設
2 製品開発から実用化までの支援制度を活用し、国土交通省「ＮＥＴＩＳ」に登録
3 展示会への積極的な出展による販路開拓

事業展開のポイント

会社設立

生産能力拡大岡山工場
建設

企業立地補助金
（国、県、市）

鳥取産業振興機構など 展示会出展支援

ＮＥＴＩＳ認定

公共工事で実証実験

リサイクル製品販売促進事業

新商品による新事業分野開拓事業

鳥取県

岡山県

ウッドプラス
チックパレット

量産開始

新製品開発

海外展開

とっとり県内企業海外チャレンジ
支援事業補助金　ほか

新技術開発

農業分野展開
グリーン商品認定

鳥取県

鳥取県、ジェトロ

倉吉工場
建設

新製品開発
（工事用敷き板）

本社移転
倉吉市→

（農業用敷板）

整備交付金
バイオマス利活用

リサイクル技術・製品実用化補助金

point1 

point2

point3

H20～21年 22～23年 24～25年 26～27年 28年 これから

販路開拓

製品開発

沿革

ステージ

設
立

事
業
化

研
究
・
開
発

ロードマップ
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１．支援施策を必要とした背景
　（株）ウッドプラスチックテクノロジーは、東京大学農学生命科学研究科の安藤直人教授が開発したウッドプラ
スチック（プラスチックを木質繊維により強化した複合材料）を事業化した大学発ベンチャー企業である。生産
拠点を設置するにあたり、原料である木くずの安定供給が可能な場所を全国で探していたところ、岡山県津山市
の誘致を受けて平成21年に岡山工場を建設し、ウッドプラスチックパレット（荷物を載せるための荷役台）の
生産を開始した。工場建設に当たっては、農林水産省の「バイオマス利用等対策事業」を活用し、「バイオマス
タウン構想」を策定した津山市を経由して「バイオマス利活用整備交付金」による支援を受けた。その後、生産
量の増加により同工場が手狭となってきたため、更なる事業拡大に向けて新たな生産拠点を確保する必要があっ
た。

２．支援施策活用の経緯
Point １ 　企業立地支援制度を活用して、新工場建設

　新工業建設にあたっては、中国地域以外も候補として挙がったが、以前から積極的に働きかけのあった鳥取県
倉吉市の工業団地へ進出を決めた。工場建設には多額の設備投資が必要であったが、国、鳥取県、倉吉市の立地
補助金（経済産業省国内立地推進事業費補助金、鳥取県企業立地事業補助金、倉吉市企業立地助成制度）と、鳥
取県の制度融資「企業自立サポート融資」による低利融資を利用した。また、地元金融機関系ベンチャーキャピ
タル 2社から出資を受けた。工場建設に伴い新規雇用に対して、雇用助成金を得ることもできた。

Point 2 　製品開発から実用化までの支援制度を活用し、国土交通省「ＮＥＴＩＳ」に登録
　倉吉工場の建設によりウッドプラスチックパレットの量産体制が確立した後、新製品であるウッドプラスチッ
ク製の工事用敷板「Ｗボード」の開発に取り組むため、鳥取県の企業立地担当者に相談したところ、開発から
実用化までを一貫して支援する「鳥取県リサイクル技術・製品実用化補助金」を紹介された。この補助金を活用
して鳥取県内の各公共工事現場で「Ｗボード」の実証実験を行ったところ、その有用性が証明されたことから、
「国土交通省ＮＥＴＩＳ（新技術情報システム）」の登録につなげることができた。

Point 3 　展示会への積極的な出展による販路開拓
　これまで販路拡大にあたっては、「鳥取県リサイクル製品販売促進事業補助金」を活用し、首都圏での展示会
への出展に加えて、（公財）鳥取県産業振興機構が環境総合展示会「NEW環境展」に設けたブースに共同出展す
る等、環境や農業をテーマとした展示会へ積極的に出展している。
　平成28年には、「とっとり県内企業海外チャレンジ支援事業補助金」に採択され、海外の市場調査、販路開拓
に取り組んでいる。

３．経営者・担当者に聞いた成功の要因
　現社長の中山東太氏は、ベンチャーキャピタルに勤務し企業に投資する側にいた経験から、資金を獲得し運用
する手法に精通しており、国、県及び産業支援機関等のメールマガジンやホームページ等、支援施策に関する情
報に常にアンテナをはりつつ、行政や産業支援機関のコーディネーターとの情報交換に心掛け、製品開発から販
路開拓まで各種支援施策を有効に活用している。
　また、岡山県や鳥取県への工場建設をきっかけに、各県の企業立地担当者がワンストップ的に窓口機能を担
い、支援制度や商談先の紹介をする等の支援を受けることができた。

４．今後の事業展開
　現状では、プラスチック市場に占めるウッドプラスチックの割合はまだ低いものの、大手日本茶飲料メーカー
の廃棄茶葉を活用した環境貢献型のコラボ製品を開発する等、新しい用途の開発にも力を入れている。また、現
在、ジェトロ等の支援を受けて、東南アジアの市場調査を行うとともに、「とっとり県内企業海外チャレンジ支
援事業補助金」を活用して外部専門家によるアドバイスを受ける等、海外進出にも積極的に取り組んでいる。
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ジェトロや島根県の支援施策を活用し、
海外市場を開拓

テーマ  海外展開　／　 環境ビジネス分類  排水処理�

代 表 者／代表取締役　石飛 龍一
所 在 地／島根県出雲市長浜町1３７2-15 
創 業 年／昭和4７年
資 本 金／ ３，000万円
従 業 者 数／ 20名
事 業 内 容／固液分離装置等の設計、制作、販売
ホームページ／ http://www.kendensha.co.jp/

●会社概要

●技術・製品概要

名　称
固液分離装置「スリットセーバー」�

　「スリットセーバー」は、連続配置された楕円板群の
上に固体と液体が混ざったものを流すことで固体と液体
を分離し、さらに、多数のスリット間を楕円板が回転す
ることによって、固形分の搬送とスリット間の目詰まり
をなくす仕組み。
≲特　徴≳①目詰まりしない　逆洗浄不要
　　　　　②シンプルでコンパクト設計　
　　　　　③運転が簡単で省エネルギー
　　　　　④メンテナンスが容易
≲用途例≳●給食センターの残飯処理
　　　　　●魚介類の洗浄排水の処理
　　　　　●家畜糞尿の一次処理
　　　　　●プラスチック等の破砕くず回収
　　　　　●廃油等の固液分離
　　　　　●建設現場での汚泥処理　など

スリットセーバー（デモ機） スリットセーバー

株式会社研電社

1 国内の展示会で、海外の商社の目にとまり中国・韓国へ輸出を開始
2 海外進出に当たりジェトロの海外ビジネスの専門家派遣を活用
3 海外の合弁会社設立に当たり、島根・ビジネスサポート・オフィスを活用

事業展開のポイント

ステージ H13年～ 2 ・1 22年 23～26年 27年 28年 これから

研
究
・
開
発

製品開発

販路開拓
（国内）

海外展開１
アジア

海外展開２
北米

事
業
化

自社研究開発

輸出有望
案件化支援
サービス

カナダ・コンサルタントへ営業委託

輸出開始

特許取得

設立
タイ合弁会社

戦略的取引先
確保推進事業
（NEW環境展）

展示会（国内）出展

現地生産体制確立

自動車関連から環境分野へシフト※

国際特許取得

フィルターメーカー

タイ国内販路拡大

展示会（ＡＳＥＡＮ）出展・
商談会参加商談会参加

ジェトロ主催

展示会（北米）出展・商談会参加

バージョンアップ

引き合い

中国・韓国
商社

共同開発

取引拡大型試作
開発助成事業

ジェトロ

しまね産業振興財団

支援助成金
海外展開創業 島根県

point1 

スリットセーバー
開 発

point2 

point3

サポート・オフィス
島根・ビジネス

ロードマップ
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１．支援施策を必要とした背景
　（株）研電社は、創業当時から自動車の電装部品の製造を行っていたが、顧客からの依頼で廃水処理用の遠心分
離器の整備を行うなかで、平成1３年に、独自のアイデアによる固液分離装置「スリットセーバー」を開発した。

Point １ 　国内の展示会で、海外の商社の目にとまり中国・韓国へ輸出を開始
　島根県の支援制度「戦略的取引先確保推進事業」を活用して、環境や水処理関係の展示会に積極的に出展する
なかで、平成2３年頃、韓国や中国の商社バイヤーの目にとまり、海外販売を開始した。
　水処理のインフラが未整備なＡＳＥＡＮ地域への販路拡大を検討するなかで、言語や商習慣の違いから、現地
への進出に不安を抱えていた。

２．支援施策活用の経緯
Point 2 　海外進出に当たりジェトロの海外ビジネスの専門家派遣を活用

　平成26年、ジェトロ主催の「環境・エネルギービジネス商談会」に参加し、カナダをはじめとする海外バイ
ヤーから引き合いを得た。これをきかっけに、海外展開を見据え、ジェトロと 2年間の契約を締結し「輸出有望
案件化支援サービス※1」を活用した。この制度でジェトロから派遣された、海外ビジネスの経験が豊富な専門家
のアドバイスが大いに役に立った。
　また、ジェトロがジャパンパビリオンを設けた東南アジアや北米での環境関連の展示会に出展し、現地企業と
の商談を行う際には、専門家には可能な限り同行していただき、外国語による契約手続きや各種書類の作成な
ど、海外ビジネスに関してマンツーマンの指導を受けることができた。

※ 1　�すぐれた技術を持ちながらこれまで輸出経験がない、あるいは輸出ビジネスを躊躇しているといった企業を対
象に、商社ＯＢ等の海外ビジネスの専門家が、輸出戦略の策定から契約までをマンツーマンでサポートする。

Point 3 　海外の合弁会社設立に当たり、島根・ビジネスサポート・オフィスを活用
　平成2７年10月、タイに現地企業との合弁会社を設立した。タイ現地企業とのきっかけは、平成25年にタイ下請
産業振興協会の会員企業が島根県を訪問した際、同社の会長（当時社長）とタイ現地企業の社長が出会ったこと
で、合弁会社設立の話がスムーズに進んだ。パートナー企業は自動車部品製造業を営んでおり、タイ工業会の営
業ルートを通じた販路拡大が期待できた。
　また、タイのバンコクには、島根県が運営する「島根・ビジネスサポート・オフィス」があり、平成28年には
「島根ものづくり企業海外展開創業支援助成金」の採択を受け、海外展開計画策定や現地での商取引に係る書類
作成の支援を受けることができた。
　現在、一部の部品は日本から輸出しているが、将来的には現地完全生産体制を築くことを目指しており、
ＡＳＥＡＮ地域での価格競争に対応していく方針である。

３．経営者・担当者に聞いた成功の要因
　島根県やジェトロの支援が受けられる展示会には、積極的に出展するだけでなく、ジェトロがジャパンパビリ
オンを設ける国際展示会にも自費で出展するなど、展示会を営業の重要な手段と捉えている。
　また、社内には、外国語に堪能で海外ビジネスに精通した人材はいないが、ジェトロの専門家からのサポート
は資金面の支援に劣らぬ効果があった。

４．今後の事業展開
　国内については、新たな市場開拓に向けて、（公財）しまね産業振興財団「取引拡大型試作開発助成事業」を活
用して、スリットセーバーで分離した液の二次処理ができる付帯設備の開発にフィルターメーカーと共同で取り
組んでいる。
　海外市場については、タイでの販路拡大と並行しながら、北米市場において、現地の日本人コンサルタントに
営業代行を委託して、現地の商社やエンジニアリング会社への販売促進を進める。
　また、海外での模倣対策のため国際特許を取得するべく、（一社）島根県発明協会しまね知的財産総合支援セン
ターの海外知財専門家のアドバイスを受けながら、特許協力条約（ＰＣＴ）に基づく国際出願の手続を進めてい
る。
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研究機関との共同研究により新製品を開発

テーマ  共同研究　／　 環境ビジネス分類  土壌、水質浄化

代 表 者／代表取締役　川上 裕治   
所 在 地／島根県松江市学園南2-３-5
創 業 年／平成19年 5 月   
資 本 金／ ３億円
従 業 者 数／ 1７8名
事 業 内 容／総合建設業、環境事業（水環境保全技術開発）
ホームページ／ http://www.matsue-doken.co.jp/ 

●会社概要

●技術・製品概要

名　称
気液溶解装置「ＷＥＰシステム」

ＷＥＰシステム
（Watar Environmental Preservation＝水環境
保全）
　主に酸素発生装置と気液溶解装置から構成され
る。酸素発生装置で製造した高濃度酸素ガスを気
液溶解装置へ供給し、高濃度酸素水を生成させる。
ダム湖、湖沼等の閉鎖的な場所において、高濃度
酸素水を供給することで、富栄養化の軽減、水中
の金属イオンの軽減等が図れる。
　このシステムを応用、小型化し、水槽や排水場
などの小規模施設での利用が可能な「アクアミキ
サー」（写真右）を開発した。

松江土建株式会社

1 研究機関との共同研究等による新製品の開発
2 公共空間での実証実験により、製品の有効性を証明
3 これまでの技術を応用した新製品の開発により、新市場を開拓

事業展開のポイント

ステージ H12～13年 14～15年 16～18年 19～22年 23～28年 これから

設
立

事
業
化

研
究
・
開
発

インド

共同研究・実証実験・論文発表

案件化事業

島根県産業技術センター

普及実証事業

環境部設立

タンク加圧式
溶解装置開発

（国研）土木研究所

特許取得

島根大学、鳥取大学、土木研究所

ＷＥＰシステム
開発

新製品開発
アクアミキサー

応用・小型化

新市場開拓

共同特許取得

展示会出展

新用途開拓

実証フィールドの多様化

しまね産業振興財団
ＪＩＣＡ

既存技術の実用化相談

中小企業等経営革新等
対策補助金

技術指導

point3

point2

point1 

沿革

共同研究

製品開発

販路開拓

ロードマップ

ＷＥＰシステム アクアミキサー
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１．支援施策を必要とした背景
　松江土建（株）は、宍道湖・中海の湖沼維持工事を通じて、当時発生した魚類の大量へい死の原因が水中の酸素
不足であることを知り、環境への貢献意識が高まった。
　平成12年に環境部を設立し、九州のベンチャー企業が開発途中であった酸素溶解技術を引継ぎ、今後の環境事
業に活用していく方針を決めたが、市場には様々な酸素溶解装置と技術が存在しており、どう差別化を図ってい
くかが課題となっていた。

２．支援施策活用の経緯
Point １ 　研究機関との共同研究等による新製品の開発

　平成1３年当時は、建設業が事業の中心で環境分野の技術に関してノウハウを有していなかったことから、島根
県産業技術センターの指導を受けて、タンク加圧方式の溶解装置を開発した。
　平成14年度には、（国研）土木研究所と福島県の三春ダムで実証実験を実施し、高い酸素供給能力を確認した。
この際、同研究所より、酸素溶解装置をダム等のさらに深い水中に沈めて酸素を供給するよう助言を受け、現在
のＷＥＰシステムの原型の開発に取り組むことになった。
　また、平成14年度から1７年度にかけて島根大学などと宍道湖・中海エリアで実証実験を行い、湖のにごり除去
のために用いられる鉄の電解作用に同社の酸素供給システムが有効との成果が得られた。
　平成15年度は、経済産業省の「中小企業等経営革新等対策補助金」に採択され、（国研）土木研究所と共同研究
に取り組み、鳥取県内のダムで、初めてＷＥＰシステムを用いて行った実証実験で成果が得られ、平成16年 2 月
に同研究所と気液溶解装置の共同特許を出願し、平成18年 9 月に登録された。

Point 2 　公共空間での実証実験により、製品の有効性を証明
　ＷＥＰシステムを製品化した後も、（国研）土木研究所、島根大学、鳥取大学等と共同研究先を一部変えなが
ら、継続して共同研究に取り組んだ。この製品を設置する場所は、ダムや閉鎖性水域などの公共空間を想定して
おり、公的研究機関と共同研究を行うことにより実証実験のフィールドを確保することができ、有効性を証明す
ることができた。

Point 3 　これまでの技術を応用した新製品の開発により、新市場を開拓
　平成2７年には、ＷＥＰシステムの技術を応用し、装置を小型化して水槽などの小規模空間で利用できる新製品
「アクアミキサー」を自社単独で開発した。
　販路開拓にあたっては、（公財）しまね産業振興財団の支援制度を活用して環境や水をテーマとした展示会に出
展したところ、これまで対象としていなかった業種からの反応があり、排水処理施設の臭気対策や魚介類の養殖
用水槽への酸素供給など、新市場へ進出するきっかけとなった。

３．経営者・担当者に聞いた成功の要因
　同社は、建設業が本業であり、機械装置の設計・製造を行うことはできても、その性能・効果に関する科学的
な知見がなかったが、共同研究を通じ、研究機関の専門家の知見を得て、その有効性を証明することで事業化に
つながった。

４．今後の事業展開
　平成2７年 ３ 月、ＪＩＣＡの「インド・高濃度酸素水供給装置によるダム湖の水源機能案件化調査」に採択さ
れ、 1年間の調査によりインドにおいてもＷＥＰシステムの適用が可能との結論が得られたことから、今後は、
「中小企業海外展開支援事業（普及・実証事業）※1」を活用して海外展開を図る予定である。
　一方、ＷＥＰシステム以外の新たな環境事業の柱を構築するべく、島根県内の支援機関や研究機関と連携しな
がら、新製品の開発に取り組んでいる。

※ 1　�開発途上国の社会経済の課題解決につながる製品・技術を有する中小企業の海外展開に向けた普及活動及び実
証活動を支援
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産学官金連携で、地域資源を活用した
CO２回収・濃縮装置の量産化を実現

テーマ  共同研究・専門家招聘・製品開発　／　 環境ビジネス分類  環境調和型製品

代 表 者／代表取締役　福代 明正   
所 在 地／島根県出雲市枝大津町 2番地 ７
創 業 年／昭和３３年 8 月
資 本 金／ ３，３00万円
従 業 者 数／ 105名
事 業 概 要／ 総合建設業、産業廃棄物処理業、地盤改良事業、環境事業

ホームページ／ http://www.daifuku-izumo.co.jp 

●会社概要

●技術・製品概要

名　称
天然フェリエライトを用いたCO2回収・濃縮装置

　ガス吸着効果のある天然フェリエライト（ゼオライト
の一種）を用い、空気中のCO2を回収し濃縮する装置
「ゼオコレクト」を開発。
≲特　徴≳
⃝ CO2ガスを連続で生成
⃝ 従来のCO2施用機に比べてランニングコストの低減が可能
⃝ 灯油、ガス等の熱源を試用しないので、通年で利用が可能
⃝ コンパクトな設計により場所をとらない
⃝ 大気中のCO2の利用により、地球温暖化防止に貢献できる
⃝ CO2を与えることにより植物の光合成が促進され成
長が早まる

≲農業におけるCO2施用の効果≳
⃝ 農作物の成育アップ
⃝ 品質向上
⃝ 収穫量の増加

ゼオコレクト
CO2濃縮環境で育成したイチゴ

（左の大きい方）

株式会社大福工業

1 産業支援機関の支援施策を活用し、天然資源を活用した製品を開発
2 総務省の地域経済循環創造事業を活用し、専用工場を建設、量産化に移行
3 ものづくり補助金を活用し、新工法による新製品を開発

事業展開のポイント

ステージ 22～23年 24～25年 26～27年 28年 これから

設
立

事
業
化

研
究
・
開
発

融資・販路支援

環境部
研究開発
部門設立

開発「ゼオコレクト」
濃縮装置CO₂ ゼオライト質

ポリマー開発

全国展開加速

新製品・事業化
重金属吸着剤
独自開発

大田工場
建設

着目

独自研究

ソイル協会
シーリング 会員を通じて販売

分析装置活用・指導

共同研究

販売会社
（埼玉）

販売会社
設立（埼玉）

試作開発補助金

しまね産業振興財団など 展示会出展支援

加盟・
工法導入

斐川工場
建設

早稲田大学

出雲市

島根県産業技術センター

CO₂吸着剤・装置

金融機関

産学官金連携

ベンチャー
早稲田大発

地域循環創造事業

ものづくり補助金

施設等整備費補助金
産業廃棄物 3Ｒ推進

島根県

専門家派遣事業

国際特許

point2 

point1 

point3

ＮＥＴＩＳ

H21年

沿革

共同研究

製品開発

販路開拓

フェリエライト

ロードマップ
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１．支援施策を必要とした背景
　大福工業（株）は、本業の総合建設業とあわせて廃棄物処理・リサイクル事業を行う環境部があり、土壌汚染対
策法の施行により道路工事や造成工事に伴う調査の機会が増えたことから、平成21年に環境部内に研究開発部門
を設立した。
　まず、島根県産の天然鉱物で重金属吸着効果のあるゼオライトと、他工場から排出される産業廃棄物を利用す
ることに着目。重金属対策に精通したシーリングソイル協会（本部：東京都）に加盟し、同協会の製造方法を一
部取り入れて、独自にゼオライトから重金属吸着剤を開発した。販売は、同協会の会員のネットワークを通じて
全国レベルで行った。量産化にあたっては、島根県の「産業廃棄物 ３Ｒ推進施設等整備費補助金」を活用し、大
田工場を建設した。
　島根県には未開発のフェリエライト（ゼオライトの一種）鉱床があり、同社では、これを活用した新たな製品
の開発を検討していた。

２．支援施策活用の経緯
Point １ 　産業支援機関の支援施策を活用し、天然資源を活用した製品を開発

　平成24年、（公財）しまね産業振興財団の「発展型試作開発等助成金」を受け、島根県産業技術センターと早
稲田大学とフェリエライトを活用した製品の共同研究に取り組み、空気中のCO2を濃縮する吸着剤「製品名：
Ｄ-lite」と濃縮装置「ゼオコレクト」を開発した。
　島根県産業技術センターとは、フェリエライト分析のため同センターが保有する装置を利用し操作方法及び技
術的指導を受けていた。一方、早稲田大学とは、以前より交流のあった教授に直接相談を持ちかけ、その教授が
同大学の産学連携推進センターとの調整を担っていただいたことから、それぞれ共同研究につながった。
　また、この教授に島根県の「ものづくりアドバイザー」として登録してもらい、（公財）しまね産業振興財団の
「専門家派遣事業」を活用し、技術指導を受けることができたことも効果的であった。

Point 2 　総務省の地域経済循環創造事業を活用し、専用工場を建設、量産化に移行
　平成25年、フェリエライトの特性をよく理解していた出雲市から、総務省の「地域経済循環創業事業交付金」
の紹介を受け、出雲市にゼオコレクトを製造する斐川工場を建設した。これにより長く研究段階であったフェリ
エライトのCO2吸着機能の製品化、量産化に移行した。
　この交付金の活用にあたっては、建設費の自己負担部分と補助金が交付されるまでのつなぎ資金を、島根中央
信用金庫から融資を受ける仕組みとなっており、全国に先駆けた産学官金連携による事業化の取り組みとなった。

Point 3 　ものづくり補助金を活用し、新工法による新製品を開発
　平成21年に製造を開始した重金属吸着材は、その後、重金属を含む産業廃棄物の確保が困難となったことから
一時製造を休止している。平成2７年に経済産業省の「中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新
補助金」に採択され、翌年、新工法によりこれまで未利用であった細粒分のゼオライトを活用した新製品を開発
した。これにより、大田工場の稼働率向上につながった。

３．経営者・担当者に聞いた成功の要因
　施策の利用にあたっては、自治体、産業支援機関、研究機関など様々な情報源を活用している。島根県産の
フェリエライトを原材料としており、これに付加価値を与えて製品化に取り組む当社の事業内容について、自治
体、支援機関、研究機関に理解してもらい、有効な支援施策活用の提案が受けられるよう担当者に聞き取り調査
するなどの働きかけを行った。

４．今後の事業展開
　フェリエライトのCO2吸着濃縮特性には、農作物の光合成促進にも効用があることから、全国の農業関係の
団体から引き合いが来ている。また、新たに開発した重金属吸着剤は高性能で、従来は対応できなかった重金属
にも対応できる製品であり、平成28年に埼玉県に販売会社を設立し、ここを拠点に全国へ販売展開を図っていく
予定である。
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国等の研究開発事業を活用し、
共同研究により再生プラスチック杭とＩｏＴ技術の融合を実現

テーマ  研究開発　／　 環境ビジネス分類  廃棄物処理・リサイクル

代 表 者／代表取締役　岡田 謙吾   
所 在 地／岡山県岡山市南区中畦1186
創 業 年／昭和46年
資 本 金／ 1，500万円
従 業 者 数／ 40名
事 業 内 容／ リサイクルプラスチックの引取、製造・加工・販売
ホームページ／ http://www.ripro.co.jp/

●会社概要

●技術・製品概要

名　称
リサイクルプラスチック製境界杭、情報杭®

　リサイクルプラスチック製の境界杭は、地籍調
査（国土調査）や境界確定などに使用。
　近年は、「iRipro」と称し、環境とＩＴの融合を
図り、再生プラスチック杭の頭部にＲＦＩＤタグ
やセンサ端末を内蔵し、スマートフォンなどで触
れるとサーバーに保存された情報が得られ、地籍
調査の境界点番号管理や観光地での案内看板やイ
ンフラのメンテナンスなどにも活用される。
　近年増加傾向にある異常気象による斜面土砂崩
壊災害対策システムなど、屋外ＩｏＴ技術の優等
生として活かされる。

株式会社リプロ

1 業界発のＪＩＳ認定など、再生プラスチック杭のリサイクルモデルを確立
2 国、県の補助金を活用、再生プラスチック用設備を導入し生産能力を強化
3 国の補助金を活用、産学官連携によりＩｏＴ融合製品を開発・製造

事業展開のポイント

ステージ S61年 H1～20年 21～23年 24～26年 27～28年 これから

共同研究・生産

研
究
・
開
発

市
場
化

情報杭
H7

開発

展示会出展支援

ＩｏＴ対応推進

（目標）
ＩＳＯ認定

（プラスチック製杭）
ＪＩＳ認定工場

S61

海外代理店

通信装置メーカー
（共同研究・
生産委託）

（アメリカ）
ソフト開発

H24 先端設備等投資促進事業費補助金

H21 岡山県循環型社会形成推進モデル

ものづくり補助金

海外拡大

共同特許取得

東京電機大学

生産設備増強

アメリカ・ニュージーランド

ＮＥＴＩＳ登録

ＣＦＰ登録岡山県産業振興財団

ものづくり補助金

point2 

point1 

point3製品開発

販路開拓

海外展開

ものづくり補助金

ロードマップ

リサイクルプラスチック製
境界杭、情報杭 情報発信杭活用斜面監視システム
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１．支援施策を必要とした背景
Point １ 　業界初のＪＩＳ認定など、再生プラスチック杭のリサイクルモデルを確立

　（株）リプロは、昭和46年創業以来、廃プラスチックを回収し、選別・粉砕を施して原材料とし、再生プラス
チックの標識杭として再利用するリサイクルモデルを構築している。
　昭和61年、業界で初めてＪＩＳ認定工場を取得したほか、コンクリートや木製の杭に比べて軽量かつ耐久性に
優れていることが評価され、岡山県道で採用されるなど、再生プラスチック杭の量産化を先導してきた。一方
で、再生プラスチック製品の出荷量に関係なく原料受け入れを行うことから、在庫過多となる時期があるため、
廃プラスチックの出口となる原料化や新製品開発、販路拡大が課題となっていった。

２．支援施策活用の経緯
Point 2 　国、県の補助金を活用、再生プラスチック用設備を導入し生産能力を強化

　同社は、再生プラスチックの品質の均等化を進めるとともに、廃プラスチックの市場流通量が減少する場合に
備えて、平成21年度に岡山県の「岡山県資源循環推進事業　循環型社会形成モデル事業※1」、平成24年度に経済
産業省の「先端設備等投資促進事業費補助金※２」を活用し、リサイクルプラスチックの原料加工設備等を導入
し、生産能力の強化を行った。

※ 1　�環境産業の振興を図ることを目的に、モデル事業として先進的なリサイクル関係施設等の整備に要する経費
（工事費、機械設備費、設計費等）の一部を補助。

※ 2　�円高やエネルギー制約を克服するとの観点から、産業競争力強化・空洞化防止に向け、最新設備・生産技術等
の導入を支援するために出融資等の金融支援、設備投資に係る費用の一部を補助。

Point 3 　国の補助金を活用、産学官連携によりＩｏＴ融合製品を開発・製造
　バージン材を原料とするプラスチック製の境界杭と競合しており、特に安価で粗悪な製品は脅威となってい
た。平成 ７ 年、杭頭部にＩＣタグを内蔵した情報杭を発明し、「現場の杭から情報を！」をコンセプトに開発し
た。
　また、内蔵された無線センサとＩＴ通信機能をシステム化することで、杭の傾きで土石流などの発生を検知
し、無線で通報することができる防災型情報発信杭を開発した。
　これらの製品開発にあたっては、岡山県中小企業団体中央会からの情報を基に、「中小企業・小規模事業者も
のづくり・商業・サービス革新補助金」を活用し、学会を通じて以前から交流のあった東京電機大学の研究員と
の共同研究をもとに情報杭で活用する情報管理用アプリ及びサーバの開発を行った。

３．経営者・担当者に聞いた成功の要因
　プラスチックのリサイクル技術は、社内中心に行う一方で、ＩｏＴ技術は進化のスピードが速いため、外部機
関（大学、企業）との共同研究や外注することにより、開発のスピード化を図っている。
　また、ＩｏＴ関係は、社会の仕組みやコンセプトが重要で、すぐに量産化はできない場合もあることから、試
験機導入に利用できる制度を活用している。

４．今後の事業展開
　国内では、平成21年度から ３ 年間、経済産業省の「ＣＦＰ※３普及事業」で実証に取り組み、平成2７年10月、
正式にＣＦＰ登録を受けた。これにより、二酸化炭素削減量の取引価値がリサイクルプラスチックに付されるこ
ととなり、優位性を持たせられると期待される。
　海外でも、東南アジアなどの社会インフラ整備が進むにつれて、情報発信機能をもった杭の需要増が期待され
ることから、インフラ整備にはリサイクル品の導入を図るよう、（一社）測量機器工業会を通じて日本発の国際認
証（ＩＳＯ）取得の提案活動を進めている。

※ 3　�ＣＦＰ（カーボンフットプリント）とは製品やサービスのライフサイクル全体（原材料の調達から、製造、流
通、使用、廃棄まで）で排出したCO2を算出して「見える化」する仕組み。
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広島県、ジェトロの海外展開支援制度を
幅広く活用してベトナムで浄水器納入を実現

テーマ  海外展開　／　 環境ビジネス分類  土壌、水質浄化

代 表 者／代表取締役　兼田 祐輔
所 在 地／広島県安芸郡海田町南堀川町6-8
創 業 年／平成26年 2 月
資 本 金／ 1，000万円
従 業 者 数／ 6 名
事 業 内 容／家庭用浄水器、非常用浄水器の製造・販売
ホームページ／―

●会社概要

●技術・製品概要

名　称
逆浸透膜を活用した小型浄水器

　水以外の不純物を透過させない逆浸透膜を利用
した家庭用浄水器、非常用浄水器。
　ベトナムでは、多くの農村部で水道が未整備な
ため、河川水などを煮沸して飲料用としているが、
ベトナムで販売される家庭用浄水器は、家庭用電
源を使用し、河川の水や雨水などをろ過すること
で、 1 分間に500ミリリットルの飲料水を作ること
が可能で、メンテナンスは年 1回で済む。

非常災害時用小型
逆浸透膜浄水装置

株式会社Emax

1 海外展開実現のため創業支援制度を活用し新会社設立
2 広島県とジェトロの支援制度を活用し、ベトナムで新事業展開
3 現地のニーズに合わせた仕様に変更し、低価格の新製品を開発

事業展開のポイント

ステージ H24年以前 25年 26年 27年 28年 これから

設
立 沿革

研
究
・
開
発

製品開発

海外展開①
（商談・契約）

海外展開②
（販路・市場拡大）

事
業
化

ベトナム国内で
の販売拡大  

仕様変更・低価格化対応 

導入促進  
覚書締結  

1000台納入
契約締結

手動式浄水器
共同開発  電動式浄水器

開発  

東南アジア 
地域への販路拡大  

 

浄水器メーカー 

ひろしま環境ビジ
ネス推進協議会

ニーズ把握  

 

創業補助金  

海外生産  
技術指導  

広島県環境浄化産業クラスター
形成事業
ジェトロ地域間交流（ＲＩＴ）
事業

海外展開  

ベトナム開催
商談会参加 

point ２

Emax設立  

point １

販売・メンテナンス体制確立 

point ３

技術提携  

広島県 

農家への普及  

ジェトロ 

ひろしま
産業振興機構 

技術開発・製品のグレードアップ

100台納入
契約締結

各展示会へ出展、商談会参加

ベトナム現地
代理店契約

ケィワィ技研入会

ロードマップ

電動式家庭用浄水器
（ベトナム納入同タイプ）
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１．支援施策を必要とした背景
　現社長の兼田祐輔氏が元々営んでいた（有）ケィ・ワィ技研は、半導体を利用した装置の開発を行っていたが、
大阪市の浄水器メーカーである（株）アドヴァンスと技術提携し、逆浸透膜を利用した災害時用手動式浄水器を開
発した。この製品は、特許を取得し、関西広域連合の新商品調達認定制度を受けるなど、その性能に自信を持っ
ており、新たな事業展開として海外進出を模索していた。

２．支援施策活用の経緯
Point １ 　海外展開実現のため創業支援制度を活用し新会社設立

　以前から面識のあった広島県中小企業団体中央会に相談したところ、経済産業省予算で海外展開に取り組むた
め新たに創業された企業を支援する「地域需要創造型等起業・創業促進補助金」を紹介された。この補助金事務
局である（公財）ひろしま産業振興機構の支援を受けて採択されたことから、平成26年に新会社「（株）Emax」を
設立した。

Point 2 　広島県とジェトロの支援制度を活用し、ベトナムで新事業展開
　広島県が実施している海外市場の開拓を目指した「広島県環境浄化産業クラスター形成事業」を活用し、ベト
ナム最大の水処理展示会「VIET WATER」に出展するとともに、出展にかかる渡航費などに対して支援を受け
た。この展示会以外にも、広島県がベトナム国内でＰＲ活動を行う際には積極的に参加し、自社のＰＲと現場で
の市場ニーズの把握に努めた。
　ベトナム・ソクチャン省の公営企業であるソクチャン省農村環境衛生浄水センターとの商談では、デモンスト
レーションした手動式の小型浄水器よりも電動式にニーズがあることをつかみ、新たに電動式の製品を開発し
た。平成2７年に初めて100台分の納入契約を締結し、平成28年には、さらに1000台の納入契約を締結した。
　同じく、「広島県環境浄化産業クラスター形成事業」の一環で行われた「ジェトロ　地域間交流事業（ＲＩＴ
事業）」により、広島県とジェトロが行う企業・現地政府の幹部招聘及び現地へのミッション派遣への参加など
一体的な支援を受けた。ベトナムでは、常にジェトロの現地スタッフによるサポートを受けるとともに、ベトナ
ム政府関係者が広島に商談で訪問する際にも、広島事務所に同行してもらうなど手厚いサポートを受けた。
　また、ベトナムの展示会では、ジェトロブースに無料での出展に加え、現地の市場調査のデータをうけること
ができ、事業展開を進める上で非常に役立った。

３．経営者・担当者に聞いた成功の要因
　ベトナム農村部の多くは、水道が未整備で安全な飲料水に対するニーズと自社製品の性能が合致したほかに、
広島県の産業振興政策と自社の海外展開のタイミングなどが一致した。
　また、広島県、ジェトロ、広島県派遣のコンサルタントの三者によるチームから、幅広い視点でのアドバイス
や支援を受けることができ、中小企業では到底実現しないような現地政府の要職者や企業の責任者と商談する機
会を得ることができた。

４．今後の事業展開
　現在、ベトナムでの販売、メンテナンスは、現地の日系企業と代理店契約を結んで実施しており、ベトナム全
域のメンテナンス対応が可能である。

Point 3 　現地のニーズに合わせた仕様に変更し、低価格の新製品を開発
　東南アジアでは、日本国内ほど高品質で高価な浄水器の需要はなく、海外メーカーに対抗するためには、部品
の組み合わせなどの工夫により仕様を変更し、コストダウンをはかりながら現地のニーズに見合った製品の開発
を行った。
　今後は、ベトナムの他地域への展開を図るとともに、水質浄化の需要が益々高まることが期待される東南アジ
ア地域をターゲットに事業を拡大していく方針である。
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共同研究により開発した技術と
リサイクルプラントで金属回収・有害廃液処理事業へ進出

テーマ  共同研究・製品開発　／　 環境ビジネス分類  廃棄物処理・リサイクル

代 表 者／代表取締役　中川 明雄   
所 在 地／広島県広島市安佐北区大林町字人甲6-1
創 業 年／昭和52年 9 月
資 本 金／ 1，000万円
従 業 者 数／ 28名
事 業 内 容／産業廃棄物の収集・運搬・処分
ホームページ／ http://www.sanyo-rec.co.jp

●会社概要

●技術・製品概要

名　称
高濃度排水からの
金属回収・リサイクルプラント

　新規硫化物法（ガスセンサー技術）を採用した
プラントにより、金属含存廃液からの金属回収事
業を行う。
　この技術は、ガスセンサーを使って発生ガスを
モニターすることで、硫化剤を過不足なく添加す
ることができ、従来の硫化物法で解決できなかっ
た、悪臭の発生や、沈殿物のコロイド化を発現す
ることなく、金属硫化物の形成が可能。
　また含水率が少なく、金属成分を高濃度で回収
することができるため、有価金属として精錬所な
どへ売却できる。
≲主な適用金属≳ニッケル、銅　ほか

有害廃液処理リサイクルプラント プラント内部

株式会社山陽レック

1 コーディネーターのマッチングにより共同研究体制を構築
2 新たな技術導入で研究開発に取り組み、高濃度廃液からの金属回収を実現
3 広島県の支援施策を活用してリサイクルプラントを建設

事業展開のポイント

ステージ H17年～ 20～22年 23～24年 25～26年 27～28年 これから

設
立 沿革

共同研究

技術開発（設備）

事
業
化

販路開拓

研
究
・
開
発

販路開拓
（有価金属）

 
 

リサイクルプラント建設  
水銀安定処理
システム開発 

本社工場移転 
工場集約  一貫処理体制確立  

循環型社会形成推進
技術研究開発事業

point ２

県立広島大学 

化学技術 
ベンチャー 

point ３

広島循環型社会推進機構  

特許出願

循環型社会形成推進
技術研究開発事業

循環型社会形成推進
技術研究開発事業

精錬所 
市場開拓  

リサイクル施設 
整備費補助事業 

 

「金属水銀処理」 

point １

技術導入

H25.4
リサイクルプラント
操業開始 トータルソリューションサービス

「焼却施設からの金属回収」
広島県 

「高濃度排水からの金属回収」

銅・ニッケル回収・リサイクル トータルソリューションサービス

ロードマップ
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１．支援施策を必要とした背景
　（株）山陽レックは、平成1７年に広島市安佐北区へ本社工場を移転するにあたり、それまで分散していた複数の
工場を集約し、産業廃棄物の収集運搬から処理までを一貫して行える体制を構築した。
　多様な産業廃棄物を処理する過程で、金属を含む廃棄物の燃焼により焼却炉に付着した金属成分を分析したと
ころ、有用な金属が含まれていることが判明したことから、この回収方法の研究に取り組む事を決めた。

２．支援施策活用の経緯
Point １ 　コーディネーターのマッチングにより共同研究体制を構築

　研究にあたっては、産学官連携で取り組むリサイクル技術の研究開発を支援するＮＰＯ法人広島循環型社会推
進機構へ相談したところ、ＮＰＯ法人のコーディネーターにより県立広島大学生命環境学部の教授とのマッチン
グが実現し、ＮＰＯ法人が実施する「循環型社会形成推進技術研究開発事業※1」に採択され共同研究に取り組
むこととなった。
　この事業を知ったのは、同社の中川明雄社長が青年部の役員をしていた（一社）広島県資源循環協会が、ＮＰＯ
法人設立時の賛同者の一員であったことから、支援制度の存在を知っており活用した。
　この研究は事業化には至らなかったものの、廃棄物から重金属を回収する課題に対し新たな道筋を描くことが
でき、県立広島大学と継続して共同研究を行う関係を構築できた。

※ 1　�広島県内大学等の研究機関と産業廃棄物処理等の関連企業が、連携・共同による循環型社会への転換に向けた
基盤研究を推進する事業に対し、ＮＰＯ法人広島循環型社会推進機構が県の補助金の受け皿となり助成する。

Point 2 　新たな技術導入で研究開発に取り組み、高濃度廃液からの金属回収を実現
　平成2３年、高濃度排水からの金属回収は、神奈川県のベンチャー企業が開発した技術を導入し、新規硫化物法
による高濃度重金属排水からの有価金属回収をテーマに「循環型社会形成推進技術研究開発事業」に採択された。
　この研究事業は、 2 年をかけて行い、金属回収と並行してひとつのプラントであらゆる金属を濃縮、安定化で
きる技術を確立し、事業化に成功した。

Point 3 　広島県の支援施策を活用してリサイクルプラントを建設
　本研究事業と同時に、 ３ 年間での事業化を見据え、平成24年に「広島県リサイクル施設整備費補助事業※２」
を活用してリサイクルプラントを建設した。このプラントの稼働により、金属含有廃液から有価金属を濃縮し売
却可能な状態に生成することが可能となり、新たに精錬所をターゲットに販路開拓することにつながった。

※ 2　�資源循環型社会への転換を進める上において効果が大きいと認められるリサイクル施設等の整備に要する経費
（工事費、付帯工事費、調査費、機械器具費等）の一部を助成する。

３．経営者・担当者に聞いた成功の要因
　研究開発時点から事業化への道筋を明確に見据えており、事前の技術導入、支援施策の活用、プラント建設か
ら操業までの ３年間の事業計画を周到に策定していた。
　また、「広島県リサイクル施設整備費補助事業」の採択にあたっては、施設の新規性が求められ、さらに短期
間で施工する必要があるなどの要件がある中で、プラントメーカーと協議を重ね、同社オリジナルの施設、装置
の開発、設置に取り組んだ。

４．今後の事業展開
　平成25年に「水銀に関する水俣条約」が採択され、今後、国内でも余剰水銀の発生が見込まれていることか
ら、水銀の安定処理システムの開発に取り組んでいる。
　水銀処理は市場規模が小さく事業性は高くないが、排出事業者の抱える様々な産業廃棄物に対して回収、運
搬、中間処理、リサイクルの一貫体制によりトータルで解決できるソリューションサービス企業となることを目
指している。
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モミガラ原料の固形燃料の市場創造から
製造装置の需要拡大、海外にも進出

テーマ  販路開拓・海外展開　／　 環境ビジネス分類  廃棄物処理・リサイクル

代 表 者／代表取締役　橋本 俊隆
所 在 地／広島県尾道市因島重井町5265
創 業 年／平成19年 ３ 月
資 本 金／ ３00万円
従 業 者 数／ ７ 名
事 業 内 容／一般産業機械及び農業機械の製造販売
ホームページ／ http://www.tromso.co.jp/

●会社概要

●技術・製品概要

名　称
もみ殻固形燃料モミガライト製造機
「グラインドミル」

　「モミガライト」は、米のもみ殻を原料とした固形燃
料で、新たにCO2を排出しないクリーンな燃料である。
　「グラインドミル」は、1haの田んぼから収穫される
米のもみ殻を 1日（約 8時間）で処理し、 1トンのモミ
ガライトを製造する。
≲モミガライトの特色≳
①硫黄・窒素を含まない　②新たなCO2を発生しない
③安価　④10年超の長期保存が可能　⑤優れた燃焼力
　一斗缶のなかに、 モミガライト 8 kg、着火剤、火ばさ
み、鉄筋棒を納めた非常用備蓄燃料「いっとかん」を発
売。災害用の備蓄燃料として、自治体指定の避難場所、
病院及び共施設などへの導入を展開している。

もみ殻成形機
「グラインドミル」

災害時用備蓄燃料
「いっとかん」

株式会社トロムソ

1 農業法人等で普及協議会を結成し、全国に商品の生産・供給体制を構築
2 固形燃料製造機の販路開拓に向けて、固形燃料の市場拡大を先行
3 ＪＩＣＡの普及・実証事業等により、海外の市場性を検証し販路開拓

事業展開のポイント

ステージ H19～23年 24年 25年 26年 27年 28年 これから

製品開発

海外展開

 
 

 

環境の展示会、農業まつりへ積極出展  

商社（協議会会員）による  
モミガライトの市場拡大  

東南アジア
進出

 

ものづくり補助金  

アフリカ
本格的進出

 

災害時備蓄燃料としての「モミガライト」のＰＲ 

 
 
 装置改良、普及型装置の開発

需要の検討  市場調査
有用性確認

 

展示会出展支援事業  

point １

ひろしま産業振興機構  

ＪＩＣＡ 

経済産業省  

 

現地適合性検討
潜在顧客開拓  

point ２ 

 政府開発援助
海外経済協力事業
（タンザニア）

 
 

 

point ３ point ３ point ３

ＪＩＣＡ「普及・実証事業」タンザニア
（期間：２年半）

販路開拓（国内）

研
究
・
開
発

事
業
化

H19
製造機

「グラインドミル」
製品化

災害時用
備蓄燃料

「いっとかん」
製品化

モミガライト応用新製品開発

全国モミガライト
普及協議会
設立

モミガライトの生産・供給体制の構築

外務省 ＪＩＣＡ

ＪＩＣＡアフリカ
経済使節団
参加（ケニア）

ＵＮＩＤＯ環境技術
データベース掲載

ロードマップ
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１．支援施策を必要とした背景
　平成19年に設立した（株）トロムソは、もみ殻を原料とした備蓄用固形燃料「モミガライト」とその製造装置
「グラインドミル」を開発。

Point １ 　農業法人等で普及協議会を結成し、全国に商品の生産・供給体制を構築
　グラインドミルを販売していくためには、モミガライトの販路拡大が不可欠との考えから、主要な米産地の農
業法人等を会員とする「全国モミガライト普及協議会」を設立し、全国に商品の生産・供給体制を構築した。
　しかし、廃棄されるもみ殻を資源として有効活用するためには、さらなる市場拡大が課題であった。

２．支援施策活用の経緯
Point 2 　固形燃料製造機の販路開拓に向けて、固形燃料の市場拡大を先行

　「モミガライト」について、自社や全国モミガライト普及協議会の会員を通じて、全国に営業展開した。ま
た、（公財）ひろしま産業振興機構などの支援制度を活用して、「エコプロダクツ（現エコプロ）」等の環境関連展
示会への出展や各地の農業機械工業協同組合などが主催する農業まつりへの参加など、積極的に販促活動を行っ
た。
　特に、農業関係者が集まるイベントにおけるモミガライト製造状況やその燃焼状態の実演は、大変効果的で
あった。

Point 3 　ＪＩＣＡの普及・実証事業等により、海外の市場性を検証し販路開拓
　平成24年、同社の製品に着目したＪＩＣＡからの打診を受け、アフリカ経済使節団の一員としてケニア視察に
参加した。同時に、ＪＩＣＡ事業でケニアからの研修生 6名を自社に受け入れた際、もみ殻製固形燃料に高い評
価が得られたことから、ケニアにおいてグラインドミルが活用できる手応えを得た。平成25年、「外務省政府開
発援助海外経済協力事業（案件化調査）※1」に応募したが、ケニアの政情不安により対象国をタンザニアに変更
して採択された。現地での市場調査等では、事業の有用性を確認できた。
　平成26年、ＪＩＣＡの「中小企業海外展開支援事業（普及・実証事業）※２」に採択され、 2 年半の期間で、グ
ラインドミルをタンザニアに導入し、その活用方法や有効性を示し、タンザニア国内での普及を図るもので、現
地に合わせた仕様改良やコストダウン、現地技術者の育成も目指している。

※ 1　�外務省がコンサルタント等に委託し、中小企業等が有する製品・技術等の途上国の開発課題解決のための有効
活用の可能性を検討

※ 2　�開発途上国の社会経済の課題解決につながる製品・技術を有する中小企業の海外展開に向けた普及活動及び実
証活動を支援

３．経営者・担当者に聞いた成功の要因
　アフリカは、日本の経済援助により稲作が発展しており、将来にわたりもみ殻が大量に発生する土壌があるこ
とに着目した。
　現地の市場調査等を通じて、アフリカ等の発展途上国で発生している薪炭確保のための森林伐採抑制に貢献す
ることが検証できた。

４．今後の事業展開
　タンザニアでの普及・実証事業は平成28年度で終了となるが、今後は、東南アジアなどの稲作文化を持つ地域
への展開を見据えて、海外現地企業との提携を進めていく。
　また、ＪＩＣＡの「中小企業海外展開支援事業（普及・実証事業）」で派遣されたコンサルタントの支援を受
け、約140カ国の行政担当者、企業の技術者、技術コンサルタントなどからアクセスがあるＵＮＩＤＯ（国際連
合工業開発機関）の環境技術データベースに、グラインドミルが掲載されたことから、海外からの引き合いが期
待されている。
　国内では、現在、経済産業省の「革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金（通称：ものづくり補助
金）」に採択され、モミガライトの燃焼能力をビニールハウス等農業用施設の暖房用燃料に活用する装置を開発
し、更なる販路拡大に取り組んでいる。
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地域の産学官連携で建築廃材を燃料とする
事業用ボイラーを開発

テーマ  企業間連携・研究開発　／　 環境ビジネス分類  環境調和型製品

代 表 者／代表取締役　糸谷 康孝
所 在 地／広島県庄原市上原町2612
創 業 年／昭和40年
資 本 金／ 2，200万円
従 業 者 数／ 40名
事 業 内 容／総合建設業、鉄骨工事、橋梁工事、クレーン工事
ホームページ／ http://www.nagaoka-gr.co.jp/tekkou-k/

●会社概要

●技術・製品概要

名　称
建築廃材等を使用した事業用ハウスボイラー

　ハウスボイラーの燃料として、建築廃材や木製
パレットなどの廃棄物処理で発生する廃材を破砕
し、チップにして利用。発生した熱を熱交換によ
りイチゴハウスのイチゴ栽培のかん水やハウス内
の暖房に利用する。
　 ３年間の実証研究を通じて、自動燃料投入装置、
チップの安定供給装置、遠隔監視システム等を装
備し、商品化に取り組んでいる。

長岡鉄工建設株式会社

1 しょうばら産学官連携推進機構のコーディネートで共同研究体制を構築
2 燃料を産業廃棄物にすることで支援制度を活用
3 共同研究者にエンドユーザーがいることで事業化に向けた課題の抽出と対応が可能に

事業展開のポイント

ステージ － H24～25年 26年 27年 28年 これから
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１．支援施策を必要とした背景
　長岡鉄工建設（株）は、建築工事を主事業とする工事部と橋梁や鉄工工事に加えて様々な機械装置の設計から製
造までを行う製造部がある。
　同社の坪島薫会長は、自宅に木炭を燃料とした湯沸かし装置を自作するなど、かねてよりバイオマスエネル
ギーに関心を持っていた。一方、果樹栽培を中心とした観光農業や農産加工を行う（有）平田観光農園（本社三次
市）は、冬期の農業ハウス用の暖房費が原油価格の影響を受けるという経営課題を抱えていた。この両者は、広
島経済同友会備北支部の会員として交流があり、バイオマス資源をエネルギーとして活用していくべきとの考え
を共有していたことから、共同で事業用ボイラーの開発を着想し、庄原商工会議所へ相談した。

２．支援施策活用の経緯
Point １ 　しょうばら産学官連携推進機構のコーディネートで共同研究体制を構築

　庄原市には、市内に生命環境学部キャンパスのある県立広島大学と庄原商工会議所、庄原市の三者で構成され
た「しょうばら産学官連携推進機構※」があり、地域企業の課題やニーズに対し、連携して支援する体制が構築
されていた。
　同社の相談を受けた同機構のコーディネーターは、県立広島大学の地域連携センターと協議し、環境化学工学
等を専門とする教授の参画を得て、同社、農園、大学、機構の 4者の共同研究体制を構築し、バイオマス燃料に
よる農業ハウス用ボイラー開発プロジェクトがスタートした。
※平成29年 ３ 月現在、周辺町の 2商工会、農協が参加し 6者で構成。

Point 2 　燃料を産業廃棄物にすることで支援制度を活用
　県立広島大学地域連携センターから、広島県の助成を受けて広島県内の研究機関、リサイクル関連企業等に対
し、研究委託等の事業を担うＮＰＯ法人広島循環型社会推進機構を紹介された。
　当初は、ボイラーの燃料に薪の利用を想定していたが、県立広島大学地域連携センターの教授から、産業廃棄
物である建築廃材を利用することで「循環型社会形成推進技術研究開発事業※1」の助成が受けられるとのアド
バイスを受け、同事業に応募、採択され、 ３年間の研究開発がスタートした。

※ 1　�廃棄物の適正管理を含めた循環型社会の構築に貢献できる実用化・事業化に向けた研究を支援。

Point 3 　共同研究者にエンドユーザーがいることで事業化に向けた課題の抽出と対応が可能に
　共同研究にあたっては、しょうばら産学官連携推進機構のコーディネートの下、長岡鉄工建設（株）による装
置の設計と施工、（有）平田観光農園による実証機器の設置と運用、県立広島大学による情報収集と性能に関する
データ解析という役割分担で行った。
　具体的には、エンドユーザーとなる同農園のイチゴハウスにボイラーを設置し、24時間運転の実証試験を行
い、燃料である建築廃材の形状の最適化、煙突から出る火の粉の対策、気温低下によるボイラー停止への対応策
など事業化へ向けた様々な課題の抽出と対応に取り組むことができた。

３．経営者・担当者に聞いた成功の要因
　しょうばら産学官連携推進機構を通じて、（有）平田観光農園や県立広島大学との研究体制を構築するととも
に、実証試験の場を確保することが出来たことである。
　また、県立広島大学のアドバイスにより、燃料を建築廃材とすることでＮＰＯ法人の支援制度を活用すること
ができ、自社単独では難しかった研究開発費用を調達することできた。

４．今後の事業展開
　平成29年 ３ 月をもって、研究開発事業は終了し、これから 1年後の販売開始を目標として、事業用ボイラーの
技術・システムの改善に取り組む。
　地元庄原市では、「木質バイオマス活用プロジェクト」を策定しており、まずは地域での実績づくりに向け
て、しょうばら産学官連携推進機構の支援を受けながら、製品事業化に取り組んでいく予定である。
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自治体の製品認定を取得し、
ダクタイル鋳鉄のパネル枠工法の普及拡大を実現

テーマ  販路開拓　／　 環境ビジネス分類  環境調和型製品

代 表 者／代表取締役　松村 憲吾
所 在 地／山口県防府市牟礼今宿1-18-14
創 業 年／平成19年 ３ 月
資 本 金／ 580万円
従 業 者 数／ 6 名
事 業 内 容／鋳造製品の企画・製造・販売
ホームページ／ http://www.abongcorp.jp

●会社概要

●技術・製品概要

名　称
クサビ連結式ダクタイルパネル枠工法
「鋳田籠（ちゅうたろう）」

　ダクタイル鋳鉄を素材とした格子パネルを同じ
素材のクサビで連結した枠体に石やコンクリート
の再生材などを詰めて使用。中に詰めた石や再生
材がバラバラにならないための枠の働きをする。
　主に河川の護岸工、根固工、護床工に使用され、
増水時の洗掘などを防ぐ役割をはたし、また土留
工、谷止工などで土砂災害など急を要する様々な
工事に用いることができる。
　組立が簡単で施工が早く、耐久性・耐食性にも
優れる。

アボンコーポレーション株式会社

1 補助金を活用して製造設備の導入・改善を図り、鋳鉄リサイクル事業を再開
2 山口県のリサイクル品認定をきっかけに公共工事で評価を得て受注獲得
3 全国の鋳物業者等で団体を設立、中小企業単独では難しい公共機関へのＰＲ活動で効果を発揮

事業展開のポイント
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１．支援施策を必要とした背景
　アボンコーポレーション（株）は、文政 4 年（1842年）に「松鋳」の名称で鋳物湯釜の製造で創業。
　平成10年にダクタイル鋳鉄を素材とした護岸工事用のパネル枠工法を開発し、「鋳田籠（ちゅうたろう）」の名
で販売していたが、鋳鉄業界の衰退を受け、一時事業を取りやめていた。平成19年に現社長の松村憲吾氏がアボ
ンコーポレーション（株）と名を改めて開業し、平成20年に自社工場での鋳造業を再開したが、生産設備が小さく
手作業が中心で、回収したパソコンからのアルミニウム等の再生に留まり、本格的な鋳物製品を製造するまでに
は至らなかった。

２．支援施策活用の経緯
Point １ 　補助金を活用して製造設備の導入・改善を図り、鋳鉄リサイクル事業を再開

　平成25年に山口県産業技術センターから、中小企業庁「ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補
助金※1」を紹介され、提案書類作成などの支援を受けて採択された。この補助金を活用してバイオマス資源を
燃料とした鋳造キュポラの開発、導入を行い、本格的な製造設備を整備することができた。
　さらに、翌年も「中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業※1」に採択され、キュポラ
に造形機を増強して設備の改善を図ることができた。
　平成28年に、再び「中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業※1」を活用し、山口県産
業技術センターから紹介された山口大学の教授と共同研究を行い、構造計算ソフトを用いて「鋳田籠」の耐用年
数を数値化することができた。

※ 1　�革新的なものづくり等にチャレンジする中小企業・小規模事業者に対し、試作品開発・設備投資等を支援。
　　　通称、ものづくり補助金。

Point 2 　山口県のリサイクル品認定をきっかけに公共工事で評価を得て受注獲得
　平成24年に「鋳田籠」が「山口県認定リサイクル製品※２」の認定を受けた。その後、山口県　技術管理課の
支援を受け、「山口県公共工事地産地消推進モデル事業※３」に採択され、平成24年から26年にかけて山口県発注
の河川工事 5 箇所で施工、検証され、「従来品より機能が優る」との評価を得ることができた。この結果、平成
28年「やまぐち発新製品※３」に登録され、山口県内の公共工事で「鋳田籠」が積極的に導入される方針が示さ
れるとともに、土木工事事務所、農林事務所などの技術担当者を前にプレゼンテーションを行う機会が実現し、
その後の受注につながった。

※ 2　�リサイクル製品の利用促進及びリサイクル産業の育成を図るため、山口県内で発生する循環資源を利用して、
山口県内で製造加工されるリサイクル製品を認定し、その普及に努める制度。

※ 3　�山口県内産新製品等を積極的に公共工事へ利活用することにより、販路拡大を支援する事業。
　　　�検証の結果、十分な機能を有していると確認した製品等を、「やまぐち発新製品」として、公共工事における積

極的な活用が図られる。

３．経営者・担当者に聞いた成功の要因
　会社設立当時より、山口県廃棄物・リサイクル対策課や山口県産業技術センターにことあるごとに相談するこ
とで、施策活用や製品の公共工事への導入など、様々なアドバイスを受けることができた。設備導入の補助金活
用にあたっては、自己負担を考慮しつつ、大規模な設備ではなく既存の設備にその都度必要となる機能を付加す
る形をとり、当社は製品（工法）の開発、量産は外部の協力工場と連携する形を取った。

４．今後の事業展開
Point 3 　全国の鋳物業者等で団体を設立、中小企業単独では難しい公共機関へのＰＲ活動で効果を発揮

　平成25年、大手建設コンサルタントの指導で、全国の鋳造業者と商社で構成する（一社）鋳田籠工法協会（現在
は土木工事業者なども加わり14社で構成）を立ち上げ、中小企業単独では難しい公共機関への営業活動を行うと
ともに、従来の工法に対する環境面及びコスト面での優位性をＰＲしている。また、「鋳田籠工法」について、
河川工事から海洋、農林関連、災害復旧など対象事業の拡大を図り、山口県発の工法として全国展開を目指すと
とともに、鋳物業界全体の発展を目指している。
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