Official trip report on ASEAN Design Selection 2017-18/Trade in Creative Industries
アセアンデザインセレクション２０１７・１８
出張報告書
国名と都市：フィリピン、マニラ
出張者：貿易投資部

上岡美智子貿易投資プロジェクトマネージャー（貿易）

リソースパーソン：

芝浦工業大学デザイン工学部デザイン工学科工学博士

橋田規子審査員

公益財団法人日本デザイン振興会（JDP）川口真沙美事業部課長
相手国協力機関：

フィリピン貿易産業省（DTI）デザインセンターオブフィリピン（DCP）

出張期間：2018 年 3 月 12 日- 3 月１5 日


事業趣旨
「グッドデザイン・アセアンデザインセレクション 2017-18」は、日本アセアンセンターと日本デザイン
振興会との連携によって、アセアンの零細中小企業におけるデザインスキル向上支援並びにアセアン各国
の創造性豊かな企業の国際展開を支援することを目的に実施している。これまで両者は、
「グッドデザイン・
アセアンデザインセレクション 2003-05」
「グッドデザイン・メコンセレクション 2014-15」を実施してき
た。フィリピンにおいては 2003 年 6 企業８プロダクツ、2004 年 10 企業 15 プロダクツそして 2005 年 7
企業 10 プロダクツがアセアンデザインセレクション賞を受賞している。また、2015 年から JDP との連携
を強化し、2016 年から 2 年続けてグッドデザインマルノウチにてフィリピン人の有望デザイナーによる作
品展示が開催されている。



訪問内容
グッドデザイン・アセアンセレクション 2017-18」の「推薦候補の選択」にあたっては、これまでの事業
経験を生かし、
（1）デザインの考え方を理解し共有する「デザインセミナー」
、
（2）日本のデザイナーと対
話する「ワンポイントアドバイス」
、さらには、
（3）グッドデザイン賞応募に向けての論点を共有する「企
業訪問」を 2 日間で実施した。
・１日目：デザインセミナーとワンポイントアドバイス
・２日目：企業訪問と推薦候補選考並びに主催者への報告と意見交換



フィリピン・マニラ
場所：ダイヤモンドホテル･ルビールーム
参加者：

４５名

候補企業数：２3 企業
訪問企業数： 3 企業


第一審査結果
合格： 5 企業
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メイクアディファレンスとラベル（マッドトラベル）

Make a Difference Travel (MAD Travel)

評価ポイント：ソーシャルツーリズム、ツーリズムデザイン
フィリピンを訪問する外国人旅行者に「GK ファーム」の魅力を知ってほしいと、2015 年に GK ファ
ームのボランティア体験した若者がそのポリシーに感銘をうけ旅行会社を設立した。
「GK ファーム」
とは、
2024 年までにフィリピン 500 万世帯の貧困を撲滅させるプロジェクトとし設立された Gaward
Kalinga 地域共同体注 iのことである。寮、宿泊施設、工房そしてショップが併設された「農村大学」
で学ぶ学生達と自然災害で被災し、移住してきた住民が隣接して暮らす。サンバレス州に住む民族の
保護に力を入れており、観光客を誘致することで、彼らに現金収入をもたらすためのアグロ――フォレ
ストツーリズムを得意とする。観光客の増加は環境破壊に繋がることから、節度を持った企画でのぞ
む。また、GK フォーム体験ツアーは、参加者に農
業、酪農体験、工芸体験が用意され、農村大学の卒
業生、在校生がツアーガイドとなり観光客を案内
する。学生や地域住民との交流を通じて、社会問題
に対してマインドセットの機会が与えられる。体
験ツアーとして企画された、新しいソーシャルツ
ーリズムである点を評価した。
サステイナブルオルターネーティブライティング（サルト）

Sustainable Alternative Lighting Corp. (SALt)

評価ポイント：プロダクト
フィリピンの島嶼部や農村部など、世界の約１３％（６分の１）の人々が、電気供給
のない地域で生活している。蝋燭、灯油ランタンが使用されているが、経費がかさみ
火災や健康上のリスクがある。これらを解決するために、インダス
トリアルデザイナーである代表が考案した安心・安全でエコロジー
なランプ。塩と水の化学反応で発電する LED ランプで、最大連続利
用可能時間は８時間。USB 充電も対応。小売価格は１８米ドル。２
０１８年に製品化したばかりであるが、フィリピン地方自治体、
NGO、そして環境資源研究に関連する企業などの顧客も確保してい
る。人と環境に配慮した BoP（Base of the Pyramid）商品を評価。
バンバイク BAMBIKE
評価ポイント：ビジネスデザイン、プロダクト。
プロダクトの背景として貧困層への支援が起点になっており、
Gaward Kalinga 地域共同体(注 I

参照)における竹製自転車製造者(aka

Bambuilders)のビジネスサポートを目的とし、フィリピン人社会環
境（Socio-ecology）起業家が設立した企業。フィリピン産の竹をフ
レーム材とした自転車で、大人・子供用など多種類を製造。工房と
ショップを兼ねる営業拠点は、観光地として有名なイントラムロス
（Intramouros）にあり、観光客向けのレンタサイクル業を運営する
ほか、自転車販売、修理などを手がける。今回のポイントは子供用
自転車と彼らの活動で、自転車にはじめて乗る子供たちのため、バ
ランス感覚を学ぶツールとしてペダルのない竹自転車を考案。DIY
として親子でバイクを組み立てるところから提案。イベントを通じ
て子供たちに自転車を楽しく学ばせる取組みを評価した。
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ウィブン Woven
評価ポイント：ビジネスモデル製品
原型は Ticog

Leaves を原材料として編みこむフィリピン

伝統の“ござ“（Banig）であり、貧困層の多い島嶼部に伝わ
る手技により生産されていた。近年は需要が減少していた。
特にサマー島（Samar）の女性達の自立支援プロジェクトと
して、Banig の手技保護、伝統継承、ワーカー支援、商品に
付加価値を加えるなどを目的とし、社会起業家が Woven
Craft をスタートさせた。タブレットケース、ラップトップ
ケース、スマホケース等の生産を展開している。パターンの
多様さ、商品展開とソーシャルビジネスとしての取り組み
を評価した。
レッドパームベンチャース Red Palm Ventures
評価ポイント：プロダクト
フィリピンはバナナの原産国のひとつであることは知られ
ているが、収穫後廃棄処分されるバナナの茎の再利用に着
眼したベンチャー企業。自然乾燥させた茎の皮を内装材に
利用することで、バナナ農家がフルーツ以外の収入源を得
た。廃棄物から建材へのシフトであり、オーガニックで天
日干しであるため、エネルギーの削減にも繋がる、などの
利点を生み出した。地域性のあるエコプロダクト並びにサ
ステナブルプロダクトであり、テクチャーが独特で無二で
あること、貧困層支援の観点からの活動など多面的な評価
ができる。素材としての可能性を評価。



橋田規子審査員からの所感：
今回の機会をいただき、フィリピンが如何に「サスティナブル」を重視していることがよく分かった。
フィリピンならではの自然素材を使ったプロダクトは、とても興味深い。バナナの茎皮の壁紙は質感
が良く、セレブのインテリアに使われたとのことである。この事例のように、まだまだ活かすことの
できる素材はあるのかもしれない。また、応募の中にはプロダクトの他にマッドトラベルのような自
然体験ができるビジネスがいくつか見られた。今後は、アジア全般にこの動きが広がっていくと考え
られる。
ブ

プ

3

ダ



川口真沙美氏からの所感：
アセアンデザインセレクションへの応募としてフィリピンならではの素材や伝統的技法などを活用
した高付加価値商品が多いのではという印象があったが、蓋を開けてみるとフィリピンにおいて取
り組まれる主なデザインの課題は貧困層支援と教育支援・改革であり、
「物づくり」よりもサービス
や仕組み的なあり方に中心がシフトしているように感じた。プロダクトに関しても、
「手仕事＝職人
技に基づく精緻なものづくり」という方向で、手工業的価値を高めて高付加価値化していくものと
考えがちだが、当地の考え方では、
「職人技」よりも、サスティナブルかつ安価で入手できる素材を
使って効率よく生産できる市場性の高い商品開発を行い、積極的に輸出展開を図り、スケールを狙
っていくという手法をとっているように感じた。また、応募された「取り組み」を見るに、インキ
ュベーション(起業支援)、社会起業家を育てるアントレプレナーの取組みは、日本よりも積極的と実
感した。大きな社会課題である貧困層へ生活支援（生業の提供）
、子供たちへの教育支援などを反映
し、英語力に強みがある国民性であることから、グローバルな視点やトレンドをタイムラグなく受
け入れることができるのだと思う。今後情報インフラの整備が進み、スマートフォンの所持率が上
がった段階で、さらに情報系のサービスやプロダクトが増えることは間違いないだろう。



全体の総論：
フィリピンデザインセンターの所長 Ms. Rhea O. Matute 氏及び、工業デザインスペシャリストである
Ms. Aurora Katrina Y. Alcasid 氏のサポートにより、２日間に凝縮された業務を円滑実施することがで
きた。ダイヤモンドホテルで行ったセミナーでは、ロスヴィ・ガエトス貿易工業省次官補（Ms. Rosvi
Gaetos, Assistant Secretary, Trade & Investment Promotion Group, Department Trade and Industry )が
出席され、セミナー及び当センターのプロジェクトに対して感謝の意を述べられた。これに対して、藤
田正孝総長から当センターのプロジェクトを通してフィリピン零中小企業のデザイン振興支援に貢献
していく旨のメッセージが代読された。セミナーには２３企業候補を含む４５名が参加し、橋田審査員
並びに川口 JDP 職員のセミナーを熱心に聴講していた。アンケートを実施した参加者全員が商品開発
におけるデザインイノベーション等のヒントを得るなど参加目的を達成したと回答した。
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その他：GK プロジェクト及びアントロプレナーについて
今回の候補企業の特徴は、フィリピン社会の問題解決に対するためにビジネスに取組む青年起業家の台頭
である。特に GK 地域共同体(注ご参照)の視察に一行は大変感心を寄せた。日本の東洋大学から２名のボ
ランティアが短期滞在しており、大学構内でベーカリーを運営するプロジェクトに参加していた。また、
デザインセレクション賞の候補者が「ツーリズム」から推薦されたことも新しい。日本への輸出だけでな
く、フィリピンへのインバウンドの誘致による経済発展支援を貿易のプロジェクトが担う。教育、環境を
含むモデルプロジェクトがフィリピンに存在していると実感した。

了
i

注

Gaward Kalinga 地域共同体（ガワ－ド･カリンガー）
トニー氏（Mr. Antonio Meloto ）は、フィリピン社会における貧困問題に 2024 年までに終止符を打つというコンセプ
トで Gaward Kalinga 地域に、“Gawad Kalinga Community Development Foundation, Inc. (GK)を設立した。貧困からの
脱却はまず教育ということを念頭に、トニー氏とその協力者（Co-founder）は、実践的な社会起業発展校（School for
Experiential & Entrepreneurial Development ＝SEED）を設立。世界初の農村学校といわれるこの大学は、農村で貧困問
題をかかえながら学ぶ意欲のある学生に教育の機会を与えた。学生達は、環境、森林再生等、社会問題の解決にむけて
様々な取組みを実践する。大学は学生達のインキュベーション・プラットホームになっており、すでに多くの社会起業家
を輩出している。今回の候補者、MAD とラベル、BAMBIKE のいずれもこのプロジェクトから派生したソーシャルビジ
ネスである。現在学生は１５０名。２年間のカリキュラムで１)Social Tourism,2)Agriculture､3)Food Proceeding &
4)Financial のコースがある。この活動は“Enchanted Farm University” （魅力的農場大学）または GK ファームとして世
界に知られ、世界各国に活動の支援の輪が広がり、フィリピンのみならず世界中からボランティアや観光客が訪ずれてい
る。
http://gk1world.com/gk-enchanted-farm
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