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まえがき 

 

 目覚ましい経済成長を遂げる中国では、高度成長期における日本と同様、環境問題が大き

な課題として顕在化しつつある。このため、中国政府においても、経済発展最優先の現状か

ら環境と経済双方の調和がとれた発展への転換に向け、環境への認識を高めつつある。 

 

 この認識を背景に、「第 11次 5カ年計画」においても主要汚染物質の排出量削減等が必

ず達成すべき拘束性を持つ数値目標として掲げられるとともに、各地方に割り振られたそれ

ら削減目標の達成は、地方幹部に対する業績評価項目として組み入れられている。これによ

って、地方政府ひいては同管内企業に対しても強い環境改善圧力がもたらされている。中国

では、ここ数年の間にも関連法の整備、関連施設の建設等各種プロジェクトの推進、関連規

制の運用強化、環境への負荷が高い立ち遅れた生産設備の排除など、様々な取組みが進めら

れている。 

 

これに伴い、対応が求められている各業界や地方政府、そしてそれらに対して環境サービ

スを提供する企業における先進技術導入ニーズも高まりを見せている。この状況は、環境大

国である日本にとっても一定のビジネスチャンスをもたらしている。 

 

 このような状況を背景に、本報告書では、主にこれから中国でのビジネス展開を検討

する日本の環境関連企業の方々に基礎資料として頂くことを目的として、中国における

環境産業に関する基礎概要を取りまとめている。報告書の構成としては、2009年 2月現

在までの中国における関連状況について「環境保護部環境経済政策研究中心」に取りま

とめて頂く形で委託・執筆頂くとともに、ジェトロ北京センターにて实際に中国で活躍

する関連日系企業の取組みをインタビューし、その概要を 1章を割いて紹介する形を採

っている。なお、上記委託先（環境保護部環境経済政策研究中心）は、中国における環

境行政所管官庁である環境保護部内においてシンクタンク的役割を果たす機関となって

いる。 

 

 本報告書以外の日中環境ビジネスに関連する取り組みとして、ジェトロでは 2008年 4

月より在中国 5事務所内に「日中省エネ・環境協力相談窓口」を設け、中国側から同窓

口に寄せられた具体的な関連技術・製品導入ニーズをメルマガ形式で日本の関係者に無

償で紹介している（http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/environment/）。それ以外

にも、中国で開催される環境展での日本パビリオン出展者募集や中国ビジネス関連セミ

ナーの開催、貿易投資相談など、さまざまな関連事業/サービスを展開しているので、あ

わせて活用頂ければ幸いである 

 

 

2009年 3月 

ジェトロ北京センター
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1.概要 

 2000年以降、世界の環境産業は、高度成長期に入ってその経済効果を高め、世界経済

を支える重要な産業へと成長し、多くの国々で産業構造の革新と調整のための重要な目

標・キーポイントになりつつある。中でも米国・日本・EUの環境産業は世界の環境市場

の殆どを占めている。 

中国においても、持続的な高度成長を遂げ、都市化と工業化が進むにつれ、環境汚染は

その深刻さを増し、中央政府としてもますます環境保護を重視するようになってきてい

る。「第 10次 5カ年計画」1期に中央政府が環境インフラへの投資に力を入れたことで、

関連産業の市場需要が牽引され、環境産業全体の規模が急速に拡大したほか、産業の領

域も新たな広がりを見せ、産業構造が改善され、産業自体のレベルが顕著に向上してい

る。 

 

1.1 当面の環境情勢 

 中国政府は、「第 11 次 5 カ年計画」2期における GDP 当たりのエネルギー消費 20%削

減と主要汚染物質排出量の 10%削減を必ず達成すべき拘束性を持つ数値目標（以下、拘

束性目標）としているが、これが今言われているところの「節能減排（省エネ・排出削

減）」である。「省エネ・排出削減」関連事業によって汚染整備事業が加速し、生活汚

染対策への取り組みが強化され、環境への投資も増大した。これらは環境産業の市場需

要を拡大させるための原動力となり、環境産業に新たな発展のチャンスとビジネスチャ

ンスをもたらすことになった。 

 目下、中国は工業化と都市化に向けた高度成長期にあるが、一部の河川と都市の汚染

は相当深刻で、環境容量の縮小と資源の不足が経済社会の発展のボトルネックとなって

いる。一方、この 2年来の全国各地および各部門の努力もあり、中国の環境と経済の関

係に改善が見られるようになった。2007 年の全国の化学的酸素要求量（COD）と二酸化

硫黄（SO₂）の総排出量については、2005 年と比べて初めて両方が減尐するという状況

が出現した。2008年末においては、CODと SO₂の総排出量はそれぞれ 6.61％、8.95％減

尐している。2009年、環境保護部は汚染物質排出削減を着实に進めることで、CODと SO

₂の排出量をそれぞれ 2008年比で 3%減尐と 2%超の減尐、2005年比で 8%減尐と 9%減尐を

目指す、という目標の实現を掲げている。 

 

                                                        
1 正式名称： 中華人民共和国国民経済・社会発展第十次五ヵ年規画綱要（2001～2005年） 
2 正式名称： 中華人民共和国国民経済・社会発展第十一次五ヵ年規画綱要（2006～2010年） 
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1.2 環境保護への資金投入を強化 

 中国における環境投資の GDPに占める割合は 1990年代の 0.5%から徐々に増大し、2007

年には 1.3%にまで拡大している。環境整備事業が強化されたことで、環境産業の市場需

要は大いに刺激されている。「第 11次 5カ年計画」期、中国は引き続き汚染対策と環境

保護のための投資規模を拡大し、環境保護のための投資総額を約 1兆 4,000億元3とする

としている。これは同期国内総生産（GDP）のおよそ 1.35%を占めている。今後、中央政

府によって危険廃棄物と医療廃棄物の処理、都市汚水の処理、都市ゴミの処理、石炭火

力発電所の脱硫などが含まれる重点環境プロジェクトが实施されることになり、その投

資総額は約 3,336億元が見込まれている。これらのプロジェクトによって環境産業市場

の需要が大いに刺激されることは確实と言えよう。初歩的な推計では、「第 11次 5カ年

計画」期に中国の環境産業は 15%-17%の伸び率を維持し、2010年の環境産業の年間総収

入は 8,000億-1兆元前後に達することが見込まれている。同時に、中国政府は環境産業

を発展させ、社会化・多元化された環境投融資システムを確立し、汚染整備事業の市場

化プロセスを加速させる、といったことも提唱している。 

 

1.3 政府はさまざまな措置を講じ、環境産業の発展を積極支援 

中国国務院および財政部・科学技術部・発展改革委員会・環境保護部などの政府部門

は、産業発展政策・科学技術計画・国債資金・環境特別資金などを通じて環境技術の開

発とモデルケースを支援し、環境産業の発展に注力している。以下にその要点をまとめ

る。 

(1) 1990年代以降、中国は数十に及ぶ環境関連の法律・法規を整備し、比較的整備さ

れた環境基準体系を確立している。 

(2) 環境産業の発展を促している。具体的には｢当面国が重点奨励する産業・製品・

技術目録｣、｢外商投資産業指導目録｣、｢国家重点産業クリーン生産技術指導目録｣

などを提示している。これら指導政策において、環境産業の発展は等しく重きが

置かれている。 

(3) 環境技術の開発、導入・吸収を奨励し、環境技術の国際交流と提携を促進してい

る。 

(4) 減免税措置によって工業汚染整備プロジェクトへの投資と都市汚水・ゴミ処理プ

ロジェクトを支援し、企業に対しては、廃水・廃ガス、固形廃棄物といった廃棄

物を主要原料とした生産活動を奨励している。 

(5) 環境に市場メカニズムを導入している。例えば都市の汚水・ゴミに対しては汚染

物質排出費と処理費の徴収、SO₂や窒素酸化物の排出に対してはすべての排出行

                                                        
3 1元は約 14円（参考：三菱東京 UFJ銀行 HP掲載外国為替参考相場（2009年 3月）） 
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為に対して汚染物質排出費の徴収、基準をオーバーした場合の過料、脱硫装置を

導入した発電所に対するグリッド接続補助金などを实行し、企業の環境サービス

業への参入を奨励し、市場化を促進している。 

(6) 政府によるグリーン調達制度を確立し、環境マークと省エネ製品政府調達リスト

を発表し、環境に優しい生産と消費を奨励している。 

 

1.4 環境産業の国際提携における優先分野   
 中国は環境市場において一貫して積極的な開放政策を採ってきた。先進的な技術や製

品を有する外国企業による投資誘致を進めてきたことで、近年、先進諸国の主要な技術・

製品・サービスの多くが中国で提供されるようになっている。水道業界を例にとれば、

イギリスのテムズ社、バイウォーター社、カスカル社、フランスのヴェオリア社、スエ

ズ社、スエズ・リヨネーズ社、ドイツのベルリン社、米国のロングアイランド社などの

多国籍水道企業がすでに中国市場への進出を果たし、好業績をあげている。また 20社余

りの海外著名企業が、技術移転または技術サービスなどの方式で中国市場に進出してい

る。 

 中国における環境産業の主な対外提携および投資の重点分野は以下の通りである。 

(1)循環経済の発展に利する基幹技術分野 

(2)環境汚染対策および環境保護分野  

(3)環境モニタリング機器分野 

 

1.5 環境産業発展の展望 

 循環型経済を発展させるという要求を受け、国家財政面においては 2007年から環境保

護に関する支出が独立した支出科目として正式に国家財政予算に組み入れられるように

なった。政府が環境事業に対して新しい考え方と対策を打ち出したことで、中国の環境

業界は高度成長を続け、その伸び率はますます大きくなっている。 

 中国の環境産業は依然高度成長期にあり、規模はまだ小さいが、その範囲は広がり、

内容も豊かなものになりつつある。中国経済の発展と生産構造の調整が進むにつれて、

環境産業による国民経済に対する影響も大きくなりつつある。環境産業は今や経済成長

を促進し、経済レベルを高める産業に位置づけられつつある。 

 中国経済の高度成長のもと、これまで通り市場が環境産業の高度成長をけん引し続け

ると考えられる。環境に対する許容量と資源不足の面での圧力が増大してくるのに伴い、

中国の「省エネ・排出削減」事業には環境産業の技術サポートと機器の確保が必要とな

る。産業構造の最適化および経済成長の質的向上が環境技術の進歩と関連産業の発展を

促すと同時に、環境産業に新たなチャンスをもたらすのは必至であろう。 
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2.環境産業市場の規模と現状 

2.1 環境産業市場の規模と潜在力 

現状における中国環境産業の規模は小さい。次第に環境製品の種類もそろい、ある程度

の生産をサポートする能力を備え、一般的な環境汚染整備需要を満たせるようになりつつ

あるが、コア製品の技術レベルはドイツ・米国・日本といった環境産業大国と比べるとな

お大きな開きがある。国務院新聞弁公审が 2006年に公表した｢中国の環境保護（1996年

-2005年）白書｣によれば、中国環境産業市場の大部分は外資系企業に占有されている。100

数社の外資系環境関連企業が市場の 3/4を占め、国内企業はわずか 1/4を占めるのみとさ

れている。 

中国では「第 8次 5カ年計画」4期から環境投資の規模が急速に増大し始めており、「第

11 次 5 カ年計画」期の環境投資計画では１兆 4,000億元に達すると見込まれている。しか

し、汚染物質排出削減の難しさや、すでにかなり深刻な状況にある環境問題を考慮すれば、

投資規模は１兆 4,000 億元を超える可能性が高いとも推測される。中でも水・大気・固形

廃棄物の 3大分野が資金投入の重要対象分野になる。 

「第 11次 5カ年計画」期には、国家および企業の汚染物質排出削減のための環境投資

が大幅に増えると予想される。5カ年計画における投資計画額 1兆 4,000億元に基づき計

算すれば、年平均 2,800億元が投入されることになる。このように環境への投資は大幅増

が見込まれており、それにより環境産業に急成長のチャンスがもたらされることになる。 

環境保護産業協会の 2007年調査報告によれば、全国の環境産業に携わる企業と事業体

は 8,651社、職員 188万 2,000人、固定資産 450億 1,100万元を有し、年間生産額は 311

億 4,800万元、年間利益は 40億 9,100万元とされる。その中で、環境製品の生産および

三大廃棄物（廃水・廃ガス・固形廃棄物）の総合利用（リサイクル・リユース）が中国の

環境産業の主体になっている。なお、環境産業は主に沿海・沿江（長江沿い）の省・市に

集中しており、国有企業と産業団体組織を中核とし、小規模な企業や｢郷鎮企業｣も多い。 

発展改革委員会の予測では、2010年までに中国の環境産業の総生産額は 8,800億元に達

し、同期年間 GDPの 3.4%を占めるとされている。8,800億元の総生産額のうち、資源の総

合利用による生産額は 6,600億元で 75%を占め、環境設備の生産額は 1,200億元で 13.6%

を、環境サービス生産額は 1,000億元で 11.4%をそれぞれ占めるとされる。環境投資の重

点分野としては、主に水環境・大気環境・固形廃棄物・生態環境・核安全及び放射線環境

保全、環境に関する能力育成が挙げられている。 

                                                        
4正式名称： 中華人民共和国国民経済・社会発展第八次五ヵ年規画綱要（1991～1995 年） 

 
8 
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図 1 中国環境保護計画における資金投入額の推移 

 

 

（出所：国金証券研究所） 

 

図 2 「第 10次 5カ年計画」期の環境投資の实行状況   

 

 

（出所：国金証券研究所） 

 

図 3 2010年の中国環境産業生産額の構成予測 

  

（出所：国金証券研究所） 

億元 

第 8 次五カ年計画 

中国の環境保護への投入

し金額 

第 9 次 第 10次 第 11次 

環境汚染対策投資総額(億元) 投資総額の対ＧＤＰ比 

1,036 

3,447 

8,388 

14,000 

億元 
％ 

1,106.6 

1,367.2 

 

1,627.7 

1,909.8 

2,388 
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「第 11次 5カ年計画」期の環境目標を实現するために、全国で総額 1兆 4,000億元の

環境投資が必要になるが、これは同期 GDPの約 1.35%を占めることになる。中でも都市の

環境インフラの整備が依然として重点で約 6,500億元、既存の工業汚染の整備に約 2,500

億元、新設「三つの同時」プロジェクト（環境保護設備とプロジェクトの主体工事を同時

に設計・施工・使用開始する）投資に約 4,000 億元、生態環境の保護に約 600億元、能力

育成に約 400億元がそれぞれ必要となる。 

中央と地方の「第 11次 5カ年計画」における環境面の目標・任務・投資ニーズおよび

関連部門の個別計画に基づき、かつ「第 10次 5カ年計画」期の環境産業各専門分野の状

況と発展傾向および市場動向、ならびに環境産業市場のさまざまな不確定要素を加味しつ

つ、以下にそれぞれの分野における「第 11次 5カ年計画」期の環境産業の動向を見てい

くこととする。 

 

2.2 環境産業各業界の市場規模と現状 

2.2.1 環境設備：市場規模が急速に拡大 

環境設備製造業には大気汚染対策設備・水質汚染対策設備・固形廃棄物の処理と総合利

用設備・騒音/振動抑制装置・環境モニタリング計器がある。中国の環境設備業界は「第

10 次 5 カ年計画」期に急速な発展を遂げ、2000年には 280億元であった業界生産額が、

2006年には 700億元に達している。市場需要は主に都市汚水処理・生活ゴミ処理・工業除

塵・火力発電所脱硫・危険廃棄物処理に集中している。 

発展改革委員会は改正「当面国が発展を奨励する環境産業設備（製品）目録」を公布し、

7 大分野 107品目の製品の発展を奨励している。このうち、「7大分野」とは以下の通り。 

(1) 大気汚染対策設備――工業ボイラー/キルンの除塵設備、発電所排煙脱硫設備、审

内空気汚染処理設備を含む。 

(2) 水質汚染対策設備――奨励製品は生物化学廃水と重金属イオンを含有する廃水の

処理、汚泥処理と利用、直接人体の健康および環境の安全に関わる消毒設備などの

分野に集中している。 

(3) 騒音/振動抑制装置――都市区域の騒音対策設備を奨励している。 

(4) 固形廃棄物処理設備――無害化処理を奨励対象として挙げている。 

(5) 総合利用とクリーン生産設備――廃棄物資総合利用設備、「三大廃棄物」総合利用

設備、余圧余熱利用設備、農業廃棄物処理利用設備の 4つを奨励内容としている。 

(6) 環境薬剤と材料分野――環境保護のための専用薬剤と専用材料を発展奨励の範囲

に入れている。 
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(7) 環境モニタリング機器――オンラインの汚染物質連続モニタリング設備を奨励範

囲に入れている。 

 

「環境保護機械業界“第 11次 5カ年計画”」では、2010年には業界全体の総生産額が

1,000億元-1,200億元に達し、年平均伸び率は 13%-17%になるとしている。その内訳は以

下の通り。大気汚染防止設備 350億元-430億元、水質汚染防止設備 375 億元-455億元、

固形廃棄物処理設備と資源総合利用設備 110億元-120億元、騒音/振動抑制装置 25億元-35

億元、モニタリング機器 60億元-70億元、環境汚染防止専用材料と薬剤 80億元-90億元。 

環境保護機械業界の計画では、大気・水・固形廃棄物の環境設備 3種のシェアを 83%と

している。2000年以来のサブ業界が占める比率の推移を見ると、大気汚染防止設備と水質

汚染対策設備が産業全体に占める比率は安定的に推移すると思われるが、固形廃棄物設備、

環境汚染防止専用材と薬剤は基数が小さいので、今後大きな発展の余地があると言える。 

 

 

図 4 環境設備業界生産額の構成（2000年-2010年） 

 

 

（出所：国金証券研究所） 

卖位：％ 
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図 5 環境設備の重点分野 

 

 

 

（出所：国金証券研究所） 

 

2.2.2 汚水処理：水資源が著しく不足 

中国は著しく水資源が不足した国である。淡水資源の総量は 2兆 8,000 億㎥で、地球の

水資源の 7%を占めるが、一人当たりのそれはわずか 2,200㎥と世界平均の 1/4に留まって

いる。また、汚水処理能力も不十分で、深刻な水資源汚染の現状が中国の水資源不足を一

層深刻なものにしている。住宅・都市農村建設部（以下、建設部）の発表によれば、中国

の 600余りの都市のうち 400以上の都市が水不足で、その原因は主に深刻な水質汚染によ

るものだという。 

「第 11次 5カ年計画」期の汚水処理の目標として、①CODを 1,414万トンから 1,273

万トンに減らす、②全国の「市」の汚水処理率を 70%以上にすることが掲げられている。

これに基づいて計算すると、全国の都市部の汚水集中処理能力は一日当たり 1億㎥、年間

集中処理量は 302億㎥に達することになる。この水処理に伴い新規に増える CODの年間削

減量は 340万トンで、新規に増やす必要のある COD削減能力全体の 70%を占める。上記目

標を实現するためには新たに 3,320億元の投資が必要になる。 

中国の都市化・工業化に伴い都市の水使用量も増加し、都市の水不足がさらに深刻化し

ている。「第 11次 5 カ年計画」の目標達成が困難な状況になれば、必然的に投資拡大を

通じて都市部に汚水処理場を数多く建設し、汚水処理率を上げていくことでこの問題を解

決しなければならないことになる。したがって、2007年-2010年は水処理業界の高度成長

期にあたり、業界発展の足かせになっていた低すぎる汚水処理費の水準も大幅に改善され

るものと思われる。発展改革委員会は、2010年までに都市部の汚水処理費の基準を給水１

㎥につき 0.8元以上に引き上げることを計画している。長期的には汚水処理コストと給水

コストは同じになることから、汚水処理費は都市の給水価格とほぼ同額にし、その他の工

業汚水については、水質の程度に応じて 2-3倍の処理費を徴収することになる。水価格は



13 

Copyright © 2009 JETRO.  All rights reserved. 

国民生活においての重要価格であることから、国家はその調整には非常に慎重になろうが、

「第 10次 5カ年計画」以降の水価格調整の考え方は「水源および水使用の類型ごとに価

格差を設け、『汚染した者が課徴金を支払い、水関連で徴収したものは水のために用いる』

という原則に照らして汚水処理費と水資源保護費を徴収する」となっている。こうした構

想が確实に实行されれば、それは水処理業界にとって大きな推進力になると思われる。 

 

 

 

表 1 「第 10次 5カ年計画」期の中国の廃水処理状況 

指  標 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 

廃水排出総量(億トン) 432.9 439.5 459.3 482.4 524.5 

COD排出総量(万トン) 1,404.8 1,366.9 1,333.9 1,339.2 1,414.2 

NH₃/N₂排出量(万トン) 125.2 128.8 129.6 133 149.8 

工業廃水排出基準達成率(%) 85.2 88.3 89.2 90.7 91.2 

廃水処理施設数（基） 61,226 62,939 65,128 66,252 69,231 

年間の運用費用（億元） 195.83 181.08 196.5 244.57 276.69 

（出所：国家統計局） 

 

 

 

 

図 6 汚水処理とその再生利用業界の収益推移 

  

（出所：国金証券研究所） 
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表 2 水処理企業における汚水処理業務の成長状況 

上場企業

名 

2005年 

汚水処理収

入 

（卖位：万

元） 

2005年汚水処

理収入の対主

営業収入比 

2006年 

汚水処理収

入 

（卖位：万

元） 

2006年汚水処

理収入の対主

営業収入比 

2007年中期

（5-8月）汚

水処理収入 

（卖位：万

元） 

2007年中期

（5-8月）汚水

処理収入の対

主営業収入比 

2007年中期

（5-8月）汚

水処理収入

の伸び率（前

年同期比） 

原水股フ

ェン 

27,816.00 0.28 28,311.79 0.24 13,986.00 0.26 0.11 

合加資源 1,273.40 0.10 1,117.57 0.05 565.68 0.05 -0.01 

首創股フ

ェン 

1,839.60 0.04 39,699.14 0.36 26,090.69 0.41 0.93 

单海発展 1,023.02 0.03 2,656.71 0.07 1,367.72 0.07 0.05 

武漢控股 1,096.99 0.06 1,072.76 0.04 524.90 0.05 0.00 

創業環保 53,171.10 0.87 68,444.60 0.85 41,079.90 0.87 0.32 

（出所：国金証券研究所より） 

 

水質汚染整備関連環境製品：「第 11次 5カ年計画」期の予測では、国内市場には約 260

億元の需要があるとされている。その内訳は、都市部の汚水処理約 100億元、汚水・廃水

の再利用、工業節水および海水の淡水化約 70億元、工業廃水処理約 60億元、その他約 30

億元である。 

 

水質汚染処理サービス：「第 11次 5カ年計画」期の予測では 1,000億元の規模が見込ま

れている。その内訳は、水質汚染整備ビジネス 150億元、汚水・廃水再利用施設の運用 150

億元、都市部汚水処理施設の運用 145 億元、水処理エンジニアリングサービス 140 億元、

工業廃水処理施設の運用 125億元、工業節水施設の運用 80億元、水処理サービス 60億元、

水質汚染整備サービス 40億元、その他となる。5 

 

2.2.2.1 汚水処理設備：投資需要が旺盛 

建設部のデータによると、2006年末時点で中国には全国 656都市で合計 814の汚水処理

場を有し、一日当たりの処理能力は 6,310万トンという状況であった。一方で「第 11次 5

カ年計画」では、新規に建設する一日当たりの都市汚水処理能力は 4,500万トン分、再生

水の一日当たりの利用可能量は 680万トン、COD 削減能力は 300万トンとしている。なお、

2007年に「市」レベルに新設した一日当たりの都市汚水処理設備の処理能力は 1,200万ト

ン、再生水は 100万トン、CODの年削減能力は 60万トンであった。 

                                                        
5 国家環境保護総局科技標準司、中国環境保護産業協会、「中国環境産業市場需給指单 2006」（中国環

境科学出版社、2006年） 
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「第 11次 5カ年計画」期における都市汚水処理能力 4,500万トンの新規増加には、1,110

億元の投資が必要とされている。その内訳は配管網への投資が 540億元、汚水処理場への

投資が 570億元である。これを 2007年の新規増加分の都市汚水処理能力 1,200万トンに

あてはめて試算すると、同能力の形成には 293 億元の投資が必要で、そのうち配管網への

投資が 143億元、汚水処理場への投資が 149億元となる。 

 

    表 3「第 11次 5カ年計画」期の水関連市場の投資規模 

主な投資構成 金額（億元） 

都市部の汚水処理および再利用施設建設計画 3,300 

老朽配管の交換および汚水配管網の雤水/汚水分流改造 500 

「单水北調」6の中央ラインと東ライン 3,200 

水の安全システムの構築と海水淡水化および関連の水プロジェクト 
3,000 

合計 10,000 

（出所：国金証券研究所） 

 

図 7 汚水処理場の設備投入構成 

   

（出所：国金証券研究所） 

 

2.2.2.2 汚水処理関連中国企業紹介 

北京市城市排水集団有限責任公司 

同集団は北京市人民政府の承認を経て 2002年 2月に正式に設立された国有独資企業で

あり、登録資本金は 18億元。水質汚染処理、水資源開発を主要業務とし、汚水および再

                                                        
6 長江の水を水不足が深刻な北部地域（北京・天津など）に供給するために大運河を建設するプロジェク

ト。中央ライン、東ラインを含む複数のラインが検討、着工されている。 
 



16 

Copyright © 2009 JETRO.  All rights reserved. 

生水処理施設への融資・建設、運営管理、研究開発、技術サービス等に関する 10余りの

専門会社を有しており、資産総額は 160億元を超える。 

中国科学院、清華大学、北京大学等科学研究機関と多方面にわたって提携しており、科

学技術研究・工事設計の面で急速な発展を实現し、多くの水処理設備関連特許技術を有し

ている。主な成果に、汚水水源ヒートポンプシステム研究、都市汚水グランドウォーター

リチャージモデル研究、オリンピック公園における再生水による水補給技術の安全性研究、

再生水を利用した公園緑化モデル研究、再生水の循環利用による景観関連の水質保障シス

テム研究、中国の技術高度化計画である「863 計画」における重要特別プロジェクト「工

業冷却水循環使用モデル」・「地表水環境改善モデル」・「A20技術設備に付随する研究」

がある。同集団の主要設備製品には、アルミ合金角落しゲート、手動電動ステンレス水門

板、旋回式水掬い機、昇降式調節堰、旋回式調節堰、非金属チェーン式汚泥搔寄機、液圧

平板式汚泥搔寄機、回転円盤型曝気機、水平軸回転ブラシ曝気機、コランダム曝気機等が

ある。 

BOT方式によって定福庄汚水処理場建築に投資してもいる。またフランスのヴェオリア

社およびマレーシア・ケリーグループと北京盧溝橋汚水処理場を建設運営し、外資が直接

建設運営に参加・投資した北京で最初の汚水処理場としている。さらに大興区黄村汚水処

理場を買収。また、国際入札にも参加し、国内で最初に投資・建設から運営管理までの商

業化運営を实現した汚水処理プロジェクトである広州西朗汚水処理システムにおける 17

年間の運営権を獲得している。さらに、入札を通じ、連雲港水道水公司の 70％の株式を買

い取ることに成功している。同集団は「全国環境汚染整備施設市場化運営先進企業」、「中

国水工業十大影響力企業」、「北京市労働関係調和組織」、「北京市企業管理現代化革新

成果賞」、「北京水務最優秀業績賞」、「北京水務科学技術賞」等を獲得している。 

 

北京桑徳環保集団 

同集団は大型の総合的環境保護集団であり、市政給水、市政汚水処理、工業給水・排水

処理、都市ゴミ処理、工業固体廃棄物処理等分野の業務に長期にわたって従事し、合加資

源、伊普国際、北京海斯頓処理場、ほか 40か所近くの工業廃棄物処理場を管轄している。

システム統合型の各種環境改善工事の請負・建設は 400カ所を超え、コークス廃水処理、

ゴミ総合処理等において環境基準値を満たすことが可能なモデル的技術を数多く確立し

た。投資、設計、建設、運営、設備製造を一手に扱い、強力な技術力、事業管理力、实施

能力を有する。同集団の総資産額は 40億元余りにのぼる。 

SNP活性汚泥懸濁（浮遊）物質混入剤、SYS加圧廃水生物処理装置、SOFB好気性循環型

流動床、YHG高効率水平軸回転ブラシ曝気機、円形沈殿池汚泥搔寄機、ロープ牽引式汚泥
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掻寄機システム、繊維強化プラスチック水中攪拌機インペラ等多くの特許および専有技術

を持っている。 

2000年 11月に北京市肖家河汚水処理場における BOTプロジェクトの成功实績を基に、

全面的に中国の都市汚水問題を解決するための「中華碧水計画」を展開、BOT方式を市政

水務分野に導入した。市政プロジェクトで豊富な経験を積み、多くのモデル事業を生み出

している。同集団は中国環境保護産業における基幹企業、北京市政府をサポートする重要

ハイテク企業と位置付けられており、中国環境保護産業協会の常務理事を務める企業であ

り、中国で最も影響力のある十大水務企業の 1 つとして評価されている。 

 

北京建工金源環保発展有限公司 

同社は中国金源集団（香港資本）と北京建工集団が合弁で設立した大型の総合環境保護

企業であり、中国環境保護産業協会水汚染整備委員会の副主任を務める企業である。1992

年に設立、登録資本金 10億元、総資産額はおよそ 50億元である。同社は 100％独自資本

の子会社やマジョリティ持株の子会社 13社と、株式参入会社 4社を有し、プロジェクト

投資から事業設計、事業総請負、環境保護設備の製造・販売・輸出入代理・環境保護設備

運営サービスまで、環境保護プロジェクトの全プロセスに関するコンサルティングサービ

ス等の総合的な業務に携わっている。 

業界の中でも早くから ISO9001、ISO14000認証を獲得した企業の 1つであり、環境事業

甲級設計資格および市政、環境保護事業総請負乙級資格、環境事業甲級情報提供資格を建

設部から授与されている。A-FLOAT高効率浮選技術、BAF曝気生物濾過技術等の多くの特

許技術を有し、数百に及ぶ市政水処理、工業廃水処理、水リサイクル、景観用水等幅広い

プロジェクトに応用されている。1,000件余りの輸入・国産設備を供給し、10箇所の BOT

方式による汚水場、18箇所の運営管理を商業化した工業汚水場、14箇所の市政汚水処理

場、大型の専門設備製造センターおよび 2つの試験研究開発基地を有する。50近くのプロ

ジェクトにおいて中国石油天然ガス(CNPC)、中国石油化工(Sinopec)、中国海洋石油

（CNOOC）、BP石油、SHELL等国内外の著名石油化学工業企業にサービスを提供してもい

る。 

 

2.2.3 大気汚染処理：脱硫と除塵への投資が中心 

2006年の SO₂の排出量は 2,588.8万トン、ばい塵の排出量は 1,078.4万トン、工業粉塵

の排出量は 807.5万トンであった。大気汚染の主要指標である SO₂排出量は「第 10次 5

カ年計画」期の最高値を更新している。中国では石炭が第一次エネルギーの中でも重要な

位置を占めるため、石炭型大気汚染（顆粒物と SO₂）が大気汚染における主要形態になっ

ている。「第 11次 5カ年計画」期における大気汚染整備のための投資計画は主に SO₂の排
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出とばい煙および排ガスの抑制に集中している。前者は 3,000億、後者は 2,000億の投資

が予定され、「第 11 次 5カ年計画」期における環境投資の重点分野になっている。 

大気汚染整備には、長期的にはエネルギー構造の最適化とエネルギー利用の効率化が必

要になるほか、電力などの高排出業界における脱硫と除塵分野への投資を増やす必要があ

る。SO₂による汚染が深刻化していることを受けて、排煙脱硫が発電所と鉱工業企業にお

いて SO₂排出を抑制するための主な解決策となっており、脱硫設備導入の推進が必然の選

択肢となっている。 

 

脱硫：「第 11次 5カ年計画」では、2010年の SO₂排出量を 2005年比で 10%削減するとし

ている。即ち、排出抑制目標は 2,300万トンで、2,200万トンの SO₂を除去しなければな

らないことになる。既存の脱硫能力は 950万トンで、「第 11次 5カ年計画」期には新た

に 1,250万トンの脱硫能力の強化が必要になる。関連部門の試算では、「第 11次 5カ年

計画」期に既設発電ユニットに新たに増強する脱硫装置の容量は 1億 1,800万 kWで、新

たに 300億元を投資して 444万トンの脱硫量を確保することになる。新設の脱硫装置付き

石炭焚き発電ユニットは、発電容量 1億 8,000万 kW、720億元の投資、脱硫量 630万トン

である。両者を合計すると、新たに必要な投資は 1,020億元、脱硫量は 1,074万トンにな

り、これは新規に増加させる必要がある SO₂削減能力全体（発電分野以外を含む）の 85%

に相当する。 

 

表 4 「第 10次 5カ年計画」期の廃ガスの排出および処理状況 

指  標 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 

工業廃ガス排出総量(億N㎥) 160,863 175,257 198,906 237,696 268,988 

燃料燃焼（億N㎥） 93,526 103,776 116,447 139,726 155,238 

生産プロセス（億N㎥） 67,337 71,481 82,459 97,971 113,749 

SO₂排出総量(万トン) 1,947.2 1,926.6 2,158.5 2,254.9 2,549.4 

うち工業由来（万トン） 1,566 1,562 1,791.6 1,891.4 2,168.4 

うち生活由来（万トン） 381.2 364.6 366.9 363.5 381 

ばい煙排出総量(万トン) 1,069.9 1,012.7 1,048.5 1,095 1,182.5 

うち工業由来（万トン） 852.1 804.2 846.1 886.5 948.9 

うち生活由来（万トン） 217.9 208.5 202.5 208.5 233.6 

工業粉塵排出量(万トン） 990.6 941 1,021.3 904.8 911.2 

廃ガス処理施設(基) 134,025 137,668 137,204 1,44973 145,043 

脱硫施設（基） 17,444 18,783 19,660 21,643 22,648 

年間の運転費用(億元) 111.08 147.09 150.59 213.82 267.08 

（出所：国家統計局） 
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除塵： 

バグフィルター集塵機による除塵：近年の状況に鑑み、年平均 20%の伸び率で試算すると、

「第 11次 5カ年計画」期の総生産額として 580 億元が見込まれる。この内訳としては、

バグフィルター本体とエンジニアリングによる総生産額は 414億元、ろ材・フィルターバ

グの総生産額は 141億元、部品の総生産額は 25億元となっている。 

 

電気集塵機による除塵：各工業部門の需要に基づく予測では、電気集塵機による除塵は年

間 65万-72万トンが必要とされる。その内訳は電力 45万-50万トン/年、セメント 10万

-12万トン/年、その他 10万トン/年。古い電気集塵機の 20%を改造すると仮定し試算する

と、「第 11次 5カ年計画」期は毎年 71万 5,000トン-79万 2,000トンの除塵が必要にな

り、「第 11次 5カ年計画」期全体で電気集塵機による除塵の総需要は 357万 5,000トン

-390万トン、給電電源は 5,600セット-6,000セットが必要になる。 

 

2.2.3.1 脱硫設備：業界の統合に期待 

近年、脱硫市場は急拡大している。排煙脱硫業務に携わる国内企業が大幅に増加し、2005

年末には 100数社であったものが、2006年末には 200社に急増し、年間 1億 kW規模の火

力発電脱硫の設計と設備の製造および工事請負能力を備えるまでになっている。 

市場の急激な膨張が多くの企業の市場参入を促し、それは同時に脱硫企業間の無秩序な

価格競争を引き起こすことにもなった。脱硫装置の設置費は初期の 1,000元/kWから 200

元/kWに急落し、中には市場獲得のために赤字覚悟で 100元/kWを提示する企業も出てき

ている。脱硫企業 200 社弱のうち 200MWユニットの脱硫装置納入实績のあるのは 20社未

満で、大型ユニットと小型ユニットともに脱硫工事をめぐって激しい競争が繰り広げられ

ている。 

現在、脱硫業務に携わる企業は主に以下の 3種に分類される。 

(1) 第 1類 

電力集団傘下の脱硫企業：国電龍源環保、中国電力投資の遠達環保、大唐電力の大

唐環境科技工程、華電の博奇科技環保、蘇源電力の蘇源環保などがある。この種の

企業と顧実は同一グループ内に属し、関係が密接なので受注が比較的容易である。 

(2) 第２類 

発電設備関連企業：東方鍋炉や哈動力、華光股フェンなどで、新設発電所の排煙脱

硫に参入し始めている。 
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(3) 第３類 

電力分野以外の排煙脱硫企業：凱迪電力・浙大網新・龍浄環保・菲達環保・清華同

方などがある。これらの企業は早い時期から市場参入を果たしているので技術と人

材面で競争力がある。 

 

国内上場企業で排煙脱硫事業に携わっているのは主に第 3類企業で、凱迪電力・浙大網

新・龍浄環保・菲達環保・同方股フェン等がある。なお、2006年からの受注ベースと实際

に運転を開始した脱硫ユニットに関するデータと上場企業の公表データを見ると、脱硫事

業に携わる上場企業のうち、特に浙大網新の事業規模が大きいことが分かる。 

 

2.2.3.2 除塵設備：安定成長期に突入 

中国の重工業・化学工業は未だ高度成長を続けており、電力・建材・鉄鋼などの業界が

急速に伸びている。一方で、これらの原材料・エネルギー業界は大量の粉塵やばい煙を発

生させている。したがって、中国の除塵設備には相当規模の潜在市場が期待できる。 

除塵設備には主に電気集塵機・バグフィルター集塵機・サイクロン集塵機・湿式集塵機

がある。電気集塵機は大気の粉塵汚染に対処するための主要な設備で、中国のこの分野の

技術水準は国際先進レベルに達し、主に電力・冶金・建材・製紙業の石炭ボイラーや工業

キルンの消煙・除塵に応用されている。川下市場においては電力が依然として大口ユーザ

ーで約 72%-75%を占め、その次はセメント工業で約 16-18%、他には冶金・非鉄金属・化学

工業がある。バグフィルター集塵機は主に冶金・ゴミ発電・電解アルミ分野で応用されて

いる。 

 

2.2.3.3 大気汚染処理関連中国企業紹介 

華電環保系統工程有限公司 

同社は中国華電集団に所属する全国クラスの大型企業集団である。現在マジョリティ持

株の子会社 13社を所有し、登録資本金は 2億 1,600万元である。 

主に大型火力発電所の石炭焚発電プラントにおける排煙脱硫工事、脱硝工事、灰滓運送

等業務を請負う。国内脱硫市場で最初に湿式排煙脱硫システムの技術を開発した脱硫専門

会社でもあり、米国 MET社の石灰石-石膏湿式脱硫技術を応用し、累計 12,477MWのプラン

トの排煙脱硫工事を請負っている。2006年末までに 10件のプロジェクトが完工・運転開

始、累計 4,520MWに及んでいる。運転を開始したプラントの技術性能は国家が規定する関

連基準を一気に達成するとともに、システム設備の国産化率も 95％以上に達している。同

時に、卖独で 20万～100万 kWの石炭焚発電プラントにおいて排煙脱硫工事および工事総

請負、専門請負等を实施する能力を身に付けており、その技術力は全国同業種の中でもト

ップレベルとなる。大型火力発電所の脱硝工事プロジェクトを卖独で請負う能力も備えて
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おり、その市場占有率はさらに拡大している。また、石炭灰滓運送業務も展開し、設計、

買付、生産、調整、カスタマーサービスまでの一貫した業務体系を形成している。技術は

成熟しており、設置総容量は 43,773MWに達し、国内第 3位のブランドとなっている。同

時に、鋼製ベルト乾燥石炭灰運送システムの開発に成功しており、炉底にたまった石炭粉

滓の排出および運送に応用されている。 

 

浙江天地環保工程有限公司 

 同社は浙江省の多数の電力事業基幹企業が共同で投資し、創立した環境保護事業専門会

社であり、主に電力分野における環境保護事業の総請負、設計、情報サービス等業務に従

事している。 

 米国 B&W社の湿式脱硫技術を導入し、絶えず当該技術を吸収、消化、改良したことによ

り自社独特の技術を形成している。国内排煙脱硫分野の上位企業であり、脱硫技術の国産

化において大きな成果をあげている。脱硝業務も積極的に展開し、同業務においては北侖

発電所三期 1,000MWSCR×１台を請負っている。2007年 3月までに同社が建設を請け負っ

た脱硫脱硝プロジェクトの総合最大出力は 16,045MW、そのうちすでに 135MW3 台、300MW8

台、600MW5台からなる 16台を納入、運転開始済み総合最大出力は 5,805MW である。同社

は多くの湿式脱硫工事に伴う石材研磨工場の総請負も行っている。また、西安熱工院と協

力して脱硫廃水処理の研究を進め、脱硫廃水処理における業界標準を編成している。アン

モニア式脱硫技術、循環半乾式脱硫技術、SNCR脱硝技術、ごみ焼却発電技術の研究開発と

システム实践も積極的に進めている。 

 

2.2.4 固形廃棄物の処理：ゴミ発電に高い将来性 

中国の工業化と都市化が進み、国民の生活水準が向上するのに伴い、固形廃棄物による

汚染問題が顕在化してきている。工業固形廃棄物や都市生活ゴミの増加に伴い、固形廃棄

物の処理能力が明らかに不足してきている。 

「第 11次 5カ年計画」では、期末には工業固形廃棄物の総合利用率を 60%以上、全国の

都市生活ゴミの無害化処理率を 60%にすることを目標としている。そのうち都市生活ゴミ

無害化処理率を「市」レベルで 70%、「県」レベルで 30%にすることになっている。2005

年のデータによると、中国の工業固形廃棄物の利用率はすでに 56%以上に達し、計画目標

と大きな差はないが、都市ゴミの無害化処理率はわずか 27%で、固形廃棄物の処理におい

ては都市ゴミの処理が重要な要素になっている。 

一般において、都市ゴミの処理には埋立・海面埋立・焼却・メタンガス製造などの方法

があるが、中でもゴミ発電がその主流になっている。現在、先進国の中でもドイツ・日本・

米国・イギリス・フランスが積極的にゴミ発電技術を開発し、環境保護と経済の両面で奏
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功しているが、中国はまだ発展の初期段階にあり、ゴミ発電を発展させることが都市の固

形廃棄物処理における重要な目標になっている。 

「全国都市生活ゴミ無害化処理施設建設“第 11次 5カ年計画”」に基づき、地域ごと

の生活ゴミの処理技術は以下の基本類型に分類される。①東部地区では、生活ゴミの処理

は基本的に衛生埋立処理がされているが、条件が合う都市では、焼却または生物化学処理

技術を使って前処理を行うことが奨励されている。②中部地区と東北地区では、現段階で

は衛生埋立処理が主流だが、他の処理プロセスも適宜発展させる。③西北地区では、衛生

埋立処理を主に行う。④西单地区では、現段階では衛生埋立処理が主流だが、経済の発展

に合わせて徐々に焼却または生物化学処理技術の使用率を高めていく。「第 11次 5カ年

計画」期の新規増加予定分の生活ゴミ無害化処理能力は 32万トン/日で、毎年平均 6万

4,000トン/日ずつ増えることになる。その際の総投資額は 862億 9,000万元、毎年の平均

投資額は約 173億元になる。 

発展改革委員会においてもゴミ処理費用徴収制度を全面的に推進することを検討して

いる。具体的には以下の方針となる。 

(1) ゴミ処理費用の徴収範囲を拡大する。 

(2) ゴミ処理費用の徴収によってもゴミ処理企業の収集・運搬・処理過程に要するコス

トを補填し、合理的な利益を確保する。 

(3) ゴミ処理費用の徴収方法を改良し、徴収にかかるコストを削減し、徴収効率を高め

る。 

以上のように工業化と都市化の進展が、固形廃棄物処理業界に巨大な発展の可能性をも

たらしている。費用徴収水準と徴収効率のアップにより、都市生活ゴミによる発電または

無害化処理業界に高い成長をもたらすことが期待されている。 

 

表 5 工業固形廃棄物の発生および処理状況 

指  標 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 

工業固形廃棄物発生量（万トン） 81,608 88,840 94,509 100,428 120,030 134,449 

工業固形廃棄物排出量（万トン） 3,186.2 2,893.8 2,635.2 1,940.9 1,762 1,654.7 

工業固形廃棄物総合利用量（万トン） 37,451 47,290 50,061 56,040 67,796 76,993 

工業固形廃棄物総合利用率(%) 45.9 52.1 52 54.8 55.7 56.1 

（出所：国金証券研究所） 

 

「第 11次 5カ年計画」期には工業固形廃棄物の処理と総合利用が大きく進展すること

が予想される。特に工業固形廃棄物の総合利用のための新技術および新プロセス市場の将

来性は高い。 
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鉄鋼工業の高炉スラグ粉末のセメントやコンクリートへの利用はますます拡大するも

のと思われるが、高炉スラグの顕熱回収技術にも大きな市場が見込める。また、処理を施

した後のスラグの高速道路路面材への利用にも良好な市場が見込める。 

石炭工業のボタはグリーン建材の原料にしたり、焼結レンガ・セメント・保温材などに

も応用できる。 

電力工業の微粉炭灰は建築材料、建築工事および道路工事に用いることができ、大きな

市場が期待できる。 

中国では各種廃棄プラスチックゴミが毎年 200 万トン超ずつ増えている。再生利用率は

わずか 20%未満だが、毎年 200万トンの廃棄プラスチックゴミの 20%を回収再利用した場

合、70億元の利益を生み出すことができる。 

2010年には廃棄タイヤの量が 2億個/年に達することが予想されているが、この大量の

廃棄タイヤの再利用も巨大なビジネスチャンスをもたらすものと思われる。 

「第 11次 5カ年計画」期に建設される 31の省級危険廃棄物集中処理センターと 300の

コミュニティ医療廃棄物処理センター、およびそれをバックアップする関連設備の建設プ

ロジェクトの投資には、合計約 150億元が必要と見込まれる。そのうちエンジニアリング

設計収入を投資の 2%-5%で計算すると、収入は 3億-7.5億元になる。工事コンサルティン

グは、投資総額の 8%-10%で計算すると、収入は 12億-15億元になる。環境アセスメント

は、総投資額の 0.2%-0.5%で計算すると、収入は 0.3億-0.75億元になる。危険廃棄物処

理利用技術の研究と開発は総投資額の 5%-10%で計算すると、7.5億-15億元が必要になる。

危険廃棄物（医療廃棄物を含む）施設の運営面では、全国の廃棄物処理の状況に照らして

計算すると、「第 11 次 5カ年計画」期の生産額は 75億-80億元になる。 

 

2.2.4.1 固形廃棄物設備：環境設備分野の新たな成長ポイント 

中国では固形廃棄物汚染の規制はやや遅れてスタートし、処理施設の建設も不十分であ

るが、固形廃棄物業界への急速な投資が進むにつれ、固形廃棄物処理設備の将来性は大き

な広がりを見せている。「環境設備業界の“第 11次 5カ年計画”」によれば、2010年の

固形廃棄物処理設備および資源総合利用設備のサブ業界の生産額は 110億 -120億元に達

し、環境業界の生産額に占める割合も大幅に増加する。固形廃棄物処理設備市場の成長率

が環境業界全体の成長率を上回る可能性はかなり高いと考えられる。 

固形廃棄物市場において最も関心が集まる分野に都市ゴミ処理分野がある。2010年には

全国県政府所在地以上の都市の生活ゴミ量は 2億 5,000万トン/年に達し、そのうち市の

生活ゴミ量は 1億 8,000万トン/年（日平均 49万 3,000トン）になり、県政府所在地の生

活ゴミ量は約 7,000万トン/年（日平均 19万 4,000 トン）になることが予測されている。

「第 11次 5カ年計画」期に新たに増える生活ゴミ無害化処理量は 32万トン/日、都市計
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画で新たに増える生活ゴミ無害化処理施設は 520カ所、総建設規模は 25万 3,000トン、

県政府所在地計画で新たに増える生活ゴミ無害化処理量の総規模は 6万 7,000トン/日と

なっている。「第 11次 5カ年計画」期には新たな都市ゴミ無害化処理のために 862億 9,000

万元の投入が見込まれているが、そのうち 700 億元前後がゴミ処理施設の新設に用いられ

るため、関連のエンジニアリング会社と設備会社が最初にその恩恵を得ることになる。 

生活ゴミ発電が固形廃棄物処理分野の新たな方向性になっているが、中国の都市ゴミの

熱量は先進国のそれに比べて低いため、卖純にその技術と設備を輸入するだけでは解決し

ない状況にある。目下、中国では循環流動床を使った技術が探求されており、实際の運用

でもその効果が確認されている。固形廃棄物処理設備分野の主な上場企業には華光股フェ

ンと合加資源がある。 

 

表 6 「第 11次 5カ年計画」期の生活ゴミ無害化処理施設の建設規模（卖位：億元） 

投資プロジェクト 都市 県政府所在地 合計 

生活ゴミ処理施設 579.3 134.3 713.6 

中継輸送と搬入施設への投資 116.6 32.7 149.3 

総投資額   862.9 

（出所：「全国都市生活ゴミ無害化処理施設建設“第 11次 5カ年計画”」） 

 

2.2.4.2 固形廃棄物処理関連中国企業紹介 
百瑪士環保集団 

同集団は 2000年に設立され、現在香港に総本部を持ち、ドイツ、フランスおよび北京、

上海、広州および深センにそれぞれグループ会社を持つ。国内のごみ処理問題に対してエ

ネルギー再生を主とした都市生活ごみ総合処理技術を提供すべく、先進的なごみ処理技術

を導入し、技術を吸収、改善を加え、中国各都市の異なるごみの構成状況と経済発展レベ

ルに応じて、適切な総合解決案を提供してきた。各種ごみ処理技術の蓄積面で豊富な経験

を持ち、かつ都市生活ごみ総合処理工事に巨額の投資を行い、地方政府が有効にごみの減

量化、無害化、資源化の処理目標を实現できるよう支援している。 

現在、多数の国際的ごみ処理技術会社と戦略パートナー関係を確立している。具体的に

は、生活ごみ処理セット設備生産技術を持つスペイン Masias Recycling SL 社、ガス処理

の経験や湿式嫌気（酸素）消化技術を有するドイツ Linde社、卓越した乾式嫌気（酸素）

処理技術と経験を持つフランス Valorga社、都市生活ごみ、汚泥、工業廃棄物焼却処理お

よび排気ガス処理を中心業務とするベルギーSeghers H. Advanced-technologies 社と関係

を確立している。これら協力パートナーは同集団の中国におけるごみ総合処理業務を技術

面から強力にサポートしている。 
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関連する研究開発分野でも一連の成果をあげている。生活ごみ嫌気消化処理技術は同集

団の中心技術の 1つであり、中でも「有機ごみ嫌気消化処理技術研究」は 2006年には北

京市が建設する重要工事プロジェクトに組み入れられてもいる。同集団はプロジェクトへ

の投資・開発の分野で急速に発展し、中国都市生活ごみ処理分野のトップ企業の 1つとな

っている。同集団が現在建設を手掛けるプロジェクトには、北京董村生活ごみ処理場、上

海普陀総合ごみ処理場、上海金山生活ごみ処理場、单京生活ごみ焼却発電所等がある。 

 

北京機電院工技術股フェン有限公司 

同社は、北京市における大型総合性ハイテク企業である。北京市政府の香港での上場企

業である北京持株有限公司、京城機電、首創科技等と共同で発起創立され、総資産額は 8

億 2,000万元に達している。 

同社には 30年あまりにわたって固体廃棄物処理に従事した实績がある。中国で最も早

く危険廃棄物、医療廃棄物、都市生活ごみ焼却技術の研究および製品製造に従事した専門

会社の 1つであり、危険廃棄物、医療廃棄物分野で多く实績を持つ。 

1998年に、一日当たり処理量が 12トンに達するロータリーキルン焼却処理設備を中国

で初めて建設してより、これまでに国内で同種のプロジェクトを十数件建設している。ま

た、医療廃棄物の熱分解処置プラント、有機廃液焼却処置プラント等も研究開発し、すで

に投入、使用されている。同社は 10余りの特許を取得し、20余りの国家級、部市級の科

学技術成果面での受賞を獲得しているととともに、各種の環境事業関連の資格（固体廃棄

物甲級、廃棄・廃水乙級、環境保護設備運営資格証書（工業固体廃棄物））を有する。 

 

北京中華聯合環境事業有限公司 

同社は北京市におけるハイテク企業であり、総資産額は 5,061万元である。同社は主に

都市生活ごみの資源化総合処理、固体廃棄物処理、危険廃棄物焼却および資源化処理、医

療廃棄物焼却および高温蒸気処理乙級排煙脱硫集塵等環境保護事業の構築及び設備製造

に従事している。ここ数年、バイオマス資源の大規模な集中・高効率利用に尽力してもい

る。 

また、2001年に発展改革委員会の「国家環境保護設備国産化国債プロジェクト」におい

て「医療廃棄物高温蒸気滅菌技術」を完成させ、当該技術の滅菌レベルは LOG6基準に達

しており、汚染ゼロの排出を实現している。 

同社が他社とともに開発した燃焼用バイオマス燃料の循環流動床燃焼装置およびわ

ら・茎直燃発電装置は中国節能投資公司による宿遷市でのわら・茎直燃発電モデルプロジ

ェクトでの使用に成功している。「燃焼用バイオマス燃料の循環流動床燃焼装置」は適応

範囲が広く、効率が高く、運行が安定しているという特徴を持つ。これとセットになる「わ
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ら・茎直燃発電装置」は多種のわら・茎を同時に処理・輸送するのに適しており、中国の

国情にも合っている。独自の知的財産権を有し、国内で高い知名度と市場占有率を誇る。

BOT、BOO等方式を積極的に採用しており、バイオマスエネルギーを利用した省エネ、ごみ

処理、固体廃棄物処理等、環境保護プロジェクトの産業化、市場化経営を推進している。 
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3.環境保護の基本政策とその動向 

中国では 1979年に最初の環境保護法が公布されて以降、30年の歴史を経て、環境保護、

生態と自然資源の保護、資源の節約と総合利用の 3大分野において環境政策体系の大枠を

形成するまでになっている。これによって、国家政策の趣旨、目標、任務、道筋、協議、

政府・企業・国民の環境に関する権利と義務が確立されているが、それは中国全ての社会

経済活動における環境行為を規範化しているだけではなく、中国の環境産業の確立と発展

においても強力な政策的基盤となっている。また、開放改革路線によって市場経済政策体

系の整備も進み、環境産業市場化のための良好な基盤を創出している。同時に、中国の環

境産業が直面している困難や課題からも分かるように、環境産業の発展自体が環境および

関連市場の経済政策に対して要求をつきつけてもいる。 

 

3.1 環境産業の政策環境 

世界的な環境産業発展の歴史的経緯を見ると、環境産業関連の政策体系の基本的な枠組

みは以下の 4方面から構成されている。①環境産業を支える国の経済・社会・政治的基盤、

②環境産業を誘導する社会的ニーズ、③環境産業の発展を奨励するための市場経済政策、

④環境産業の運営を計画・指導・監督・管理するための環境産業政策、である。 

図 8 環境産業政策体系の基本的な枠組み 
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（本調査委託先 環境保護部環境経済政策研究中心が作成） 

 

3.1.1 経済・社会・政治的基盤 

(1)基本国策 

1984年 5月 8日「国務院の環境保護業務に関する決定」によって｢生活環境と生態環境

の保護と改善、汚染および自然環境破壊の防止は、中国の社会主義社会現代化建設におけ

る基本国策である｣ことが決定された。 

また、2006年 3月の「第 11次 5カ年計画」では、資源の節約が中国の基本国策である

ことが提示された。 

 

(2)｢小康社会｣全面建設 

2002年の中国共産党第 16回党大会報告書では、｢持続可能な発展能力を強化し、生態環

境を改善し、資源の利用効率を大幅に高め、人と環境の調和を促し、社会全体で生産を発

展させ、豊かな生活が可能で、生態が良好な文明的な発展の道を歩むようにする｣ことを、

｢小康社会｣全面建設という目標の重要な要素とすることが提示された。 

 

(3)科学的発展観 

中国共産党第十六期中央委員会第三回全体会議で採択された「中国共産党中央の社会主

義市場経済体制の整備に関する若干の問題についての決定」（2003年 10月 14日）では、

｢以人為本(人を基本とすること)を堅持し、全面的かつ調和のとれた持続可能な発展観を

打ち立て、経済社会および人の全面的な発展を促進する｣することなどが示された。 

 

(4)資源節約型・環境友好型社会の建設 

「中国共産党中央の国民経済および社会発展“第 11次 5カ年計画”の制定についての

建議」（2005年 10月 11日）の中で、循環型経済の発展に注力し、資源の節約と環境保護

という基本国策を徹底させ、尐ない投資額で生産性が高く、省エネルギー・低排出、循環・

持続可能な国民経済体系および資源節約型・環境友好型社会を建設することが提示された。 

(5)社会主義新農村建設 

「中国共産党中央の国民経済および社会発展“第 11次 5カ年計画”の制定についての

建議」（2005年 10月 11日）によって、社会主義に基づく新しい農村の建設が中国の現代

化プロセスにおける重大な歴史的任務であることが提示された。これにおいて、「生産発

展、生活寛裕、郷風文明、村容整潔、管理民主(生産性の向上、ゆとりある生活、文化的

な風土、農村の環境整備、民主導による管理)」という要求に基づき、新しい農村の建設

を着实かつ安定的に進める、とされた。 
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(6)「3 つの転換」 

温家宝総理が 2006年 4月 17日の第六回全国環境保護大会の席上で、環境保護において

は経済成長重視から環境保護と経済成長の両方を重視するという転換を果たし、環境保護

の中で発展を求めるべきだとする内容を含む 3つの転換を实現すべきだとする講話を行っ

た。 

 

(7)社会主義｢和諧社会｣建設 

中国共産党第十六期中央委員会第六回全体会議における「和諧社会の建設に関する若干

の重大問題についての決定」（2006年 10月 11日）によって、｢資源の利用効率を大幅に

高め、生態環境を顕著に好転させる｣ことが、社会主義による｢和諧社会｣建設のための九

大目標の一つに組み入れられた。 

 

(8)国際公約の履行 

中国では「バルセロナ条約」、「生物多様性条約」、「核安全条約」、「京都議定書」、

「砂漠化防止条約」、永続的な有機物汚染に関する「ストックホルム条約」等 27項の国

際環境条約および環境・貿易関連の条約を締結しているほか、地域および二国間の環境協

力を積極的に展開している。 

 

3.1.2 社会的ニーズ 

環境汚染を解決するために、中央政府は大気・水・固形廃棄物・騒音・放射性汚染対策

法と関連の環境品質基準および汚染物質排出基準（地方の汚染物質排出基準を含む）を制

定・公布し、政府部門と企業の環境に関する責任と義務についてそれぞれ別個に規定して

いる。 

 

(1)資源の節約・総合利用と省エネ 

1985年、国務院は国家経済委員会の「資源の総合利用に関する若干の問題についての暫

定規定」を定め、1996年の国務院「資源の総合利用をさらに進めることに関する意見」に

よって資源の総合利用の方向性を徐々に明確にしていった。また、「資源総合利用目録」

によって資源の総合利用の範囲を明確にし、企業に資源の総合利用を奨励する政策として

「企業所得税の若干の優遇政策に関する通知」、「中古・廃棄物回収経営企業等に対し増

値税優遇政策を継続实施することに関する通知」、「固定資産の投資方向調節税“資源の

総合利用、倉庫施設”の税目税率注釈の印刷発行に関する通知」などを制定した。 
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2005年 7月の「国務院の節約型社会建設の短期重点業務を行うことに関する通知」およ

び 2006年の「国務院の省エネ業務の強化に関する決定」で以下のような提示がなされた。 

① 「省エネ中長期特別計画」の十大重点省エネプロジェクトを確实に行う。 

② エネルギー消費産業と企業の省エネを確实に行い、特に鉄鋼・有色金属・石炭・電

力・石油化学工業・建材などの重点エネルギー消費産業と年間のエネルギー消費が

万トン標準炭以上の企業の省エネを徹底させる。 

③ 交通運輸と農業機械の省エネを促進し、クリーン燃料自動車と省エネ型農業機械を

開発し、「乗用車燃料消費量規制」国家基準の实施を推進し、石油を大量消費する

自動車の発展を抜本的に抑制する。 

④ 商業および国民生活における省エネを誘導する。 

⑤ 電力の需要側管理を強化する。 

⑥ 省エネ技術サービスシステムの構築を加速させ、ESCO事業と省エネ投資の担保シス

テムを推進し、企業が省エネ改造を行う際には診断・設計・融資・改造・運転・管

理を網羅したサービスを提供する。 

⑦ 省エネ優遇税制を实行し、「省エネ製品目録」を制定し、「省エネ製品目録」にあ

る製品の生産と使用に際しては納税額を優遇すると同時に、大量にエネルギーを消

費する加工貿易を抑制し、不合理なエネルギー消費を規制するような税制政策を制

定する。 

⑧ 省エネのための資金調達ルートを開拓し、省エネプロジェクトに対する融資を強化

し、企業が市場を通じて直接資金調達することを奨励する。 

 

(2)循環型経済とクリーン生産 

2005年に「循環型経済の発展加速に関する若干の意見」が公布され、循環型経済を発展

させるための指導思想・基本原則・主要目標・具体的な指標が明確になり、｢第 11次 5カ

年計画｣および以降の重点業務と重点事項が確定された。 

また 2002年には「クリーン生産促進法」が公布されている。同法は資源の利用効率を

高め、汚染物質の発生を削減および未然に防ぐために制定されたものである。これにより

中国のクリーン生産技術・設備・製品・サービスの法的基礎が打ち立てられることになっ

た。 

 

3.1.3 市場経済政策 
2002年 9月に環境保護総局等関連部門が公布した「都市の汚水・ゴミ処理の産業化を推

進することに関する意見」によって都市の汚水・ゴミ処理の産業化について新たなシステ

ムを構築し、都市の汚水・ゴミ処理プロジェクトと運営の市場化に関する改革を確实に行
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うことが提示された。同規定では、競争メカニズムを導入し、入札によって投資者を選定

し、社会の投資主体に対し BOT(Build-Operate-Transfer)のようなフランチャイズ方式に

よる投資または政府の委託企業との合弁による都市汚水・ゴミ処理施設を建造することを

奨励している。 

2004年、建設部によって「市政公共事業フランチャイズ経営管理弁法」が公布された。

これにより、都市の水・ガス・熱の供給、公共交通、汚水処理、ゴミ処理などの市政公共

事業については、関連法令に従い市場競争メカニズムによって行政による公共事業の投資

者または事業者を選定し、一定期間、市政公共事業関連の製品を取り扱わせたりサービス

を提供させたりすることを可能にする制度が明確化された。 

 

3.1.4 環境産業政策 

環境産業の発展を指導および推進することを目的に、大きく二度にわたって奨励政策が

発表された。まず、1990年に国務院によって「環境産業を積極的に発展させることに関す

る若干の意見」が発表され、環境産業は環境を保護および改善し、汚染や公害物質・技術

に対応するための基盤である、とされた。続く 2000年、中央政府の 8つの部・委員会の

連名によって「環境産業の発展を加速させることに関する意見」が公布され、以下の 6つ

の政策的意見が提示された。 

(1) 環境産業の全体構想を提示するとともに、産業政策による誘導を強化し、構造改革

を加速させ、環境産業の高度化を促進する。 

(2) 技術の進歩によって環境保護技術・設備のレベルを引き上げる。 

(3) 監督管理を強化し、環境産業市場を規範化する。 

(4) 優遇政策を实施し、環境産業の迅速な発展を奨励および支援する。 

(5) 積極的に条件を整え、環境産業市場の有効活用を牽引する。 

(6) 組織的指導を強化し、関連部門と仲介組織の作用を十分に発揮させる。 

｢第 9次 5カ年計画｣と｢第 10次 5カ年計画｣では、それぞれ「国家環境産業発展綱要」

と「国家環境保護“第 10次 5カ年計画”」が示され、2006年には発展改革委員会と環境

保護総局が「“第 11 次 5カ年計画”環境産業発展のための指導意見」を策定したほか、

国家環境保護総局が「環境サービス業発展報告」を発表して市場需要・発展構想・発展目

標・重点分野・保障措施などの面から環境産業に関する指導意見を提示した。 

環境産業市場構築に関する目下の業務は、環境産業の発展をサポートし、誘導し、規範

化するための環境技術政策、管理制度、技術基準、技術規範、技術と製品の評価などの分

野に関するものである。1990年代以降、国家環境保護総局の関連部門によって環境技術政

策面で都市汚水処理、都市生活ゴミ処理、危険廃棄物、エンジン付車両の排出ガス、ディ

ーゼル車の排出ガス、オートバイの排出ガス、石炭燃焼による SO₂の排出、染色業の廃水、
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草パルプ製紙業、皮革工業、廃棄電池、廃棄家電、自動車製品のリサイクル、ボタの総合

利用、鉱山の生態保護、湖・ダム湖の富養化など十数項目におよぶ汚染防止のための技術

政策が次々に公布されている。 

管理面では、職業資格認証システムを導入し、環境工事設計資格、環境汚染処理施設運

用管理資格、環境影響評価資格、環境エンジニア就業資格、環境コンサルタントエンジニ

アと環境影響評価エンジニアの就業等資格の認証を行うと同時に、環境技術評価の面では、

環境保護实用技術の選別とその推進、環境マーク製品の認証、環境保護ブランド製品の推

奨などの環境技術・製品の認証制度を確立している。 

技術基準の面では、都市部の汚水・工業廃水・病院汚水・除塵脱硫・騒音/振動・都市

ゴミ・危険廃棄物など、複数の環境エンジニアリング技術と製品基準がすでに公布されて

いるか、一部は現在策定中である。 

現在、中国では環境産業の市場化に関する政策体系がほぼ形成され、環境産業の発展に

資する環境保護関連の政策・法体系が整備・確立されている。国家の経済力強化に伴い、

環境の監督管理も強化され、国民の環境に対する意識と要求も高まりつつある。これによ

り、生産や生活の各分野における環境産業の潜在需要が拡大し、その現实需要への転換も

加速され、環境産業市場の規模が急激に拡大することが予想される。しかし、中国の環境

産業政策にはまだ環境産業の特徴にみあった管理体系がなく、統一的な計画、組織的な指

導、環境産業の発展を総体的に推進するための力が不足しているという問題がある。また、

環境産業の発展に有利となる市場政策・制度は基本的に確立されてはいるが、環境保護上

の要求と環境産業の具体的な状況に基づき、なお関連措置の検討と制定を強化する必要も

ある。 

｢第 11次 5カ年計画｣期、中国政府は環境保護を戦略的により重要なものとして位置づ

け、卖位当たり GDPのエネルギー消費量を 20%程度、主要汚染物質の排出総量を 10%削減

するという拘束性目標を提示しているほか、「国家環境保護“第 11次 5カ年計画”」で

は各環境産業分野に対して具体的な目標と措置を提示し、2010年までに SO₂と CODを 2005

年比で 10%削減するとしている。また、｢第 11次 5カ年計画｣期は全国の環境投資の同期

GDPに占める割合が約 1.35%になると推測している。関連の職能部門もそれぞれの分野の

業務目標と投資方向について詳細な計画を行っている。 

国家統計局のデータによれば、2006年と 2007年の中国の環境投資総額は 5,953億元で、

同期 GDPに占める割合は 1.29%となり、「国家環境保護“第 11次 5カ年計画”」で求めら

れている 1.35%の水準には届かなかった。 

経済の高度成長期は、さまざまな分野への投資が可能で投資資金回収率に対する要求も

高いが、環境産業は収益性が相対的に低いために、軽視されがちになる。一方、マクロ経

済が後退すると、産業の多くが下降リスクにさらされるが、環境産業には収益が安定して
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いるという特徴があるために、各種資金が環境産業に向かうという顕著な逆周期的特徴が

見られる。 

2008年の下半期以降、中国は国内経済の構造調整と国際的な需要後退という二重の影響

によって、経済の伸び率が鈍化している。経済の後退に対応して、2008年のマクロ経済政

策も年初の｢双防｣（経済の過熱とインフレの防止）方針から、同年半ばには｢一保一控｣（経

済の安定成長を維持し、インフレを抑制する）に調整され、同年 11月初旪にはさらに｢プ

ラス成長を維持する｣となった。同時に、国務院は経済刺激策として以後 2年間に 4兆元

を投入してインフラ施設・交通運輸・医療教育・生態環境などの民生プロジェクトに用い

るとした。そのうち環境分野への投資は、主に都市の汚水やゴミの処理施設建設と重点流

域の水質汚染の防止に使用され、重点省エネ排出削減プロジェクトをサポートしていくこ

とになっている。環境投資はこの｢4兆元｣計画によっても加速されることになる。 

国務院の｢4兆元｣計画を徹底させるために、環境保護部は 2008年から 3年間に渡り、各

方面から 1兆元の資金を調達して環境分野に充当することを表明している。建設部にも都

市汚水処理施設の建設を加速する計画があり、36の大中都市は 2009年末までに汚水の全

量を収集・処理することが義務づけられ、｢第 11次 5カ年計画｣をベースに 90%以上の全国

県政府所在地に汚水処理施設を建設していく予定になっている。また、都市ゴミ処理施設

の建設も加速しており、ゴミ処理施設の建設スケジュールを保証すると同時に、ゴミの回

収輸送システムの建設についても加速されることになっている。 
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4.政府方針を实行するための措置の策定と实施動向 

4.1 措置の策定と实施動向 

2005年の「国務院の科学的発展観を徹底させ環境保護を強化することに関する決定」に

おいて、目下の中国の環境情勢はなお非常に厳しい状況にあり、環境保護を戦略的により

重要な位置に引き上げる必要性が指摘された。これを受けて、環境保護部は｢第 11次 5カ

年計画｣における環境保護業務の目標・任務・投資需要を確定し、環境産業の発展のため

に新たな要求を提示した。 

「第 11次 5カ年計画」では、同期間中、卖位当たり GDPのエネルギー消費を 20%程度引

き下げ、主要汚染物質の排出総量を 10%削減するという拘束性目標が提示された。主要汚

染物質排出総量の抑制については、2010 年の全国主要汚染物質排出総量を 2005 年比で

10%減尐、つまり CODは 1,414 万トンから 1,273 万トンに、SO₂は 2,549万トンから 2,294

万トンにそれぞれ削減する目標である。各省（自治区・直轄市）の CODと SO₂排出総量は

抑制指標を超えてはならない。 

これら拘束性目標には報告制度と検査評価制度が伴っている。耕地保有量、卖位当たり

GDPのエネルギー消費量の削減、主要汚染物質の排出総量削減指標などが各地区の幹部に

対する業績評価項目に入れられ、地方政府に対して強い拘束力を発揮している。 

 

表 7 「第 11次 5カ年計画」の拘束性目標 

 拘束性目標 所轄部・委員会 

1 卖位当たり GDPエネルギー消費 20%削減 発展改革委員会 

2 卖位当たり工業増加値あたりの用水量 30%削減 発展改革委員会・水利部 

3 耕地保有量の 1億 2,000万 ha維持 国土資源部 

4 主な汚染物排出総量を 10%削減 環境保護総局 

5 森林カバー率の 20%達成 林業局 

6 都市部基本養老保険の付保者数 2億 2,300万人 労働保障部 

7 新型農村合作医療のカバー率 80%以上 衛生部・財政部 

（出所：国金証券研究所） 

 

4.1.1 ｢第 11 次 5カ年計画｣における環境分野の具体的目標 
(1) 80%の重点都市で飲用水水源地の水質基準達成率を 80%以上にする。 

(2) 地表水水質モニタリング断面で V類水質基準以上の割合を 75%以上、うち七大水系で

はⅢ類以上の割合を 40%以上にする。 

(3) 近海海域海水でⅡ類以上の割合を 55%以上にする。 
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(4) 65%の重点都市で大気の質がⅡ級以上の日数を年間 292日以上にする。 

(5) 核施設周辺の放射線放出量を自然のバックグランドレベルの上下変動範囲内にする。 

(6) 全国の CODと SO₂の排出総量を 10%削減する。 

(7) 城市汚水処理率（二級）を 70%以上、省政府所在地と計画卖列都市では 80%以上にす

る。 

(8) 都市生活ゴミの無害化処理率を 60%以上にする。 

(9) 工業固形廃棄物の総合利用率を 60%以上にする。 

(10) 国家自然保護区の規範化建設要件達成率を 25%以上にする。 

(11) 生態機能を導き、保護と回復を獲得した重点生態機能区の国土面積に占める割合

を 5%以上にする。 

(12) 村落環境整備率を 20%以上にする。 

 

4.1.2 主な具体措置 
2007年、国務院は「省エネ排出削減に関する総合業務案」を制定し、「省エネ排出削減

統計のモニタリングおよび評価の实施案とその方法」を承認・配布した。各地区と各部門

はこれを重視し、一連の汚染物質削減関連の政策措置を発表し、その取り組みが顕著に強

化されることになった。各省（自治区・直轄市）はそれぞれ業務の具体的な手配をし、省

エネ排出削減業務に対する指導と調整を強化していった。 

汚染物質の排出削減という中核業務をめぐり、松花江流域・重点湖沼・河川の汚染防止

に向けた会議が次々に開催され、重度の汚染にあえぐ河川や湖沼を休ませる政策措置が提

示され、水環境整備のための新たな構想と新対策が明確にされ、重点流域の汚染処理が推

進された。一連の排出基準とクリーン生産基準が改訂・公布され、重点業種による汚染負

荷の削減が強化された。税務・融資・価格・保険・貿易などの関連政策も発表され、汚染

物質の排出削減を奨励する長期的かつ有効なメカニズムが構築されるようになった。｢地

域制限認可｣制と環境への負荷が高い分野への参入条件を引き上げることで、新たな汚染

物質の排出の抜本的な抑制が図られている。かつ、環境保護アクションプランを展開し、

環境に関するを厳しく取り締まっている。中央財政では主要汚染物質排出削減専用ファン

ドを設け、汚染物質排出削減の統計・モニタリング・評価の｢三大システム｣の構築を重点

的にサポートし、確实な排出削減を保証している。また、「主要汚染物質総量排出削減計

画作成指单（試行）」、「“第 11次 5カ年計画”主要汚染物質総量排出削減検査弁法（試

行）」、「主要汚染物質総量排出削減計算細則（試行）」等の政策文書を制定し、排出削

減計画の審査と届出、排出削減プロジェクトの現場検査、四半期ごとの調整、事前警告、

排出削減データの監査・評価・発表などの管理制度を設けている。 
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2007年には CODとSO₂の排出量の両方を減尐させることに成功している。これは主に「プ

ロジェクトにおける排出削減、構造的な排出削減、排出削減の監督管理」の三大措置が徐々

にその効果を表し始めたことによる。同措置の具体的な状況は以下の通り。 

(1) プロジェクトにおける排出削減：通年での新設都市汚水処理場は 482カ所あり、新

規に増加した汚水処理能力は 1,300万トン/日、都市汚水処理率は前年の 57%から

60%に向上し、2,700社の重点工業企業でより高度な廃水整備プロジェクトに新規に

着手した。ユニット容量が 1億 2,000万 kWの石炭燃焼脱硫ユニット 345基が完工

して稼働を開始し、脱硫ユニット容量は 2億 6,600万 kWに達し、全火力発電ユニ

ットに占める割合も 2007年には前年の 32%から 48%に向上した。一連の焼結機排ガ

ス脱硫、コークス製造ガスおよび石油精製排ガスからの硫黄回収などのプロジェク

トも推進された。 

(2) 構造的な排出削減：操業停止になった製紙企業は 2,018社、閉鎖された化学工業企

業は 500社弱、紡績染色企業は 400社となった。操業停止になった小型火力発電ユ

ニットは 1,438万 kW。技術の立ち遅れたセメント製造能力 5,200万トン、製鉄能力

4,659万トン、製鋼能力 3,747万トン、板ガラス 650万重量箱を淘汰した。 

(3) 排出削減の監督管理：クリーン生産の審査を強化し、それを排出削減促進のための

重要な手段とした。電解マンガンなどの重点工業におけるクリーン生産の審査と環

境管理を強化し、2,746名のクリーン生産管理者と技術者に対し研修を行い、強制

性クリーン生産審査を实施する重点企業 1,855社を発表した。各地区で汚染物質排

出削減の統計とモニタリングおよび法執行面の監督管理能力が強化され、省レベル

の環境保護部門の汚染源オンラインモニタリングシステムが次々と構築されると

ともに、脱硫施設・都市汚水処理場・国家重点モニタリング企業などとのネットワ

ーク化も实現し、企業の排出の基準達成度が安定的に向上している。 

 

4.1.3 発展改革委員会による省エネ排出削減に関する 10の措置 
｢第 11次 5カ年計画｣の省エネ排出削減目標の枠組みの下、2006 年以降、発展改革委員

会は次々に省エネ排出削減面の産業政策を発表し、積極的にそれを实施すると同時に、そ

れらを産業構造の調整と経済成長パターンの転換を促進するための重要な措置とした。 

2008年下半期、中国は 10の方面から省エネと環境保護を強化し、省エネ排出削減目標

の徹底を保証している。中でも排出削減面に力点が置かれており、その中でも顕著な効果

を挙げると思われる措置は以下の通り。 

(1) 「省エネ目標責任評価考査实施法案」と「主要汚染物質排出総量考査弁法」を策定・

公布し、その考査結果を各地方級政府の指導者と幹部の政治業績評価の重要な根拠と

する。 
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(2) 2008年末までに、すべての石炭燃焼脱硫ユニットに排煙自動オンラインモニタリング

システムを取り付け、脱硫施設の運転状況をリアルタイムでモニタリングするように

する。理由もなく脱硫施設の運転を停止した場合および脱硫施設の稼働率が 80%以下

の場合は、脱硫電力料金を差し引き、かつ 5倍の罰金を科す。 

(3) 2008 年 9 月末までに｢第 11 次 5 カ年計画｣の全国都市汚水処理の新規増加能力、COD

削減量および汚水処理率などの指標を各地にブレイクダウンすると同時に、評価・奨

励制度を確立する。 

(4) 汚水処理費用基準と徴収率を引き上げる。2010年までにすべての都市汚水処理費の基

準を水供給量 1㎥当たり 0.8元以上に引き上げる。｢地域制限認可｣制を今後も实施・

強化し、期限通りに排出削減任務を果たしていない場合、排出総量指標を超えている

場合、主要河川のモニタリングで基準を満たしていない場合、また都市汚水処理場の

建設が甚だしく滞っていたり正常に作動していない場合、および技術的に立ち遅れた

生産設備を除去する任務が完了していない地方または企業（集団）については、関連

規定に基づき同地区または集団の新たな汚染物質の増大につながるようなプロジェ

クトの環境評価に対する認可を暫時停止する。 

 

表 8 2008年下半期に省エネ排出削減で強化される 10の措置 

措置 1 省エネ排出削減目標の責任評価考査を強化する 

措置 2 高エネルギー消費・高排出業種の過度な成長を抑制する 

措置 3 技術の遅れた生産設備の淘汰を加速する 

措置 4 省エネ排出削減重点プロジェクトの实施を強化する 

措置 5 重点分野の省エネを徹底させる 

措置 6 汚染防止を強化する 

措置 7 省エネ排出削減技術の開発と推進を加速する 

措置 8 省エネ排出削減に有利な経済政策を实施する 

措置 9 省エネ排出削減業務に対する監督検査を強化する 

措置 10 ｢省エネ排出削減全国民行動｣を展開する 

（全人代常務委員会での政府発言を基に作成） 

 

4.1.4 排出削減に向けた投資動向 

短期的ビジネスチャンスは業界に対する排出削減圧力によって生じる変化の中にある。

近年において重大な汚染事件が頻発したために、排出削減は急に注目されるようになった。

発展改革委員会と環境保護部が实施している｢地域制限認可｣制と｢流域制限認可｣制の短

期的効果も非常に顕著で、地方政府と大量排出企業は強い圧力と拘束力を感じている。 
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製紙・染料・医薬などの業界では、排出削減要求が引き上げられたことで産業構造に変

化が生じ、小規模な生産設備しか持たない企業の閉鎖が目立ち、業界のリーディングカン

パニーがより大きな市場を獲得し、産業の集積度が高まっている。一方で、環境基準の引

き上げによる追加投資に小型企業は耐えられない状況にある。仮に環境要件を満たしたと

しても、その後の生産能力の拡大が困難になるので産業の集積傾向は維持されるであろう。 

短期的収益が顕著な企業としては製紙業の美利紙業、染料業の浙江龍盛、カーバイド業

の英力特が挙げられる。 

 

4.1.5 先導的な役割を負う中央企業 

国有資産管理委員会が管轄している中央企業の省エネ・排出削減面における進展は全国

平均を大きく上回り、2007 年上半期の中央企業の総合エネルギー消費、COD排出量、SO₂

排出量の三大指標はいずれもある程度改善された。特に国家資産委員会が指定した｢重点

型｣中央企業 30社では、各種主要生産経営業務のエネルギー消費・水消費・汚染物質の排

出指標がどれも過去最高の水準を記録し、1/3 以上の企業が国際的な先進水準に近いか、

またはそれと同水準であった。 

2007年 8月、中央企業省エネ排出削減工作会議で以下のような中央企業の省エネ排出削

減業務目標が発表された。即ち、｢第 11次 5カ年計画｣期末までに中央企業は卖位増加値

当たりのエネルギー消費を 20%削減することを保証し、主要汚染物質の排出総量は 10%削

減する。そのうち石油/石油化学・冶金・電力・交通運輸・化学工業・石炭・建材などの

重点業界では、2009 年末までに上記の目標を前倒しで達成する、という内容である。 

中央企業に対しては比較的高い排出削減要求を提示し、大型国有企業の環境保護面にお

ける積極的な牽引作用を体現させている。同時に、厳しい環境基準は排出削減指標を満た

していない地方企業の統合、ひいては業界統合のスピードを加速させている。 

 

 

表 9 中央企業 2007年-2009年の省エネ・排出削減に向けた業界目標 

業界 省エネ目標 排出削減目標 

鉄鋼 増加値 1 万元当たりのエネルギー消費を

2005年比で 16%削減  

鉄鋼 1トンの総合エネルギー消費を 2005年

比で 10%削減 

SO₂排出量を 2005 年比で 16%削減 

COD排出量を 2005年比で 23%削減 

電力 給電の石炭消費量を 2005年比で 5.1%削減 SO₂排出量を 2005 年比で 27.8%削減 

有色金属 増加値 1 万元当たりのエネルギー消費を

2005年比で 16%削減 

SO₂排出量を 2005 年比で 8%削減 

COD排出量を 2005年比で 8%削減 
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交通運輸 民間航空運輸企業の収入 1万元当たりの総

合エネルギー消費を 2005年比で 12.8%削減 

水運企業の収益 1万元当たりの総合エネル

ギー消費を 2005年比で 14.2%削減 

 

化学工業 増加値 1 万元当たりのエネルギー消費を

2005年比で 16%削減 

SO₂排出量を 2005 年比で 8%削減 

COD排出量を 2005年比で 8%削減 

石炭 増加値 1 万元当たりのエネルギー消費を

2005年比で 16%削減 

SO₂排出量を 2005 年比で 8%削減 

COD排出量を 2005年比で 8%削減 

建材 増加値 1 万元当たりのエネルギー消費を

2005年比で 16%削減 

SO₂排出量を 2005 年比で 15%減尐 

COD排出量を 2005年比で 6%減尐 

（出所：国金証券研究所） 

 

4.1.6 非効率・高排出企業に対する改善圧力を強化 
｢第 9次 5カ年計画｣ 以降、政府は環境重視の度合いを引き上げ、小型企業や技術的に

遅れた生産設備の整頓を年々強化してきている。｢中国の環境保護(1996 年-2005年)白書」

の統計によれば、具体的な状況は以下の通りである。 

1996年-2000 年の｢第 9次五カ年計画｣期、政府は資源の浪費が深刻で環境を汚染してい

る小型企業 8万 4,000 社を閉鎖した。 

2001年-2004 年にかけて、連続 3回、淘汰されるべき技術の遅れた生産設備・プロセス・

製品目録を発表し、資源を浪費し、環境汚染が甚だしい企業 3万社余りを淘汰すると同時

に、資源消費量が大きく、環境汚染が甚だしい鉄鋼・セメント・電解アルミ・鉄合金・カ

ーバイド・コークス・サポニン・クロム塩の 8 業界を集中的に整頓し、1,900件余りの建

設を停止するか、または建設を遅らせた。 

2005年、汚染が深刻で、産業政策に合致していない鋼鉄・セメント・鉄合金・コークス・

製紙・紡織染色企業 2,600社余りが閉鎖された。 

2006 年、国家によって産業政策に合致していない小型の鉄鋼・セメント・コークス・

石炭関連の企業が閉鎖された。鋼鉄業界では 100㎥以下の小型高炉が基本的に淘汰された。

セメント業界では 2,000万トン弱の技術の遅れた生産設備が淘汰された。石炭業界で淘汰

された生産設備は 1億 1,000万トン、電解アルミでは自焼成槽がすべて淘汰された。コー

クス業界では原始的手法によるコークスと改良コークス約 600万トンと小型設備約 1,000

万トンが淘汰された。カーバイド業界では 70万トンの立ち遅れた生産設備が淘汰され、

鉄合金業界では 15万トンが淘汰された。 
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2007年上半期、省エネ・排出削減目標を達成するために、小型火力発電所電 551万 kW

が閉鎖され、セメント業界で遅れた技術の生産設備約 500 万トンが淘汰され、小型炭鉱

2,811カ所が閉鎖された。 

実観的に見ると、｢第 9次 5カ年計画｣から｢第 10次 5カ年計画｣期において小型企業と

技術の立ち遅れた生産設備への閉鎖要求は緩和されておらず、閉鎖された数量を見ても顕

著に増加しているが、实際の効果は地方政府の消極的態度や支援不足によって大きく割引

かれたものになっていた。一方で、2006年以来、省エネ・排出削減要求は地方政府の考査

システムに組み込まれ、かつ連続的な環境分野への締めつけの後に問責制が实施されたこ

とで、地方政府に対する圧力は相当大きくなり、小型企業と技術の遅れた生産設備閉鎖の

实質的な効果がようやく現れ始めている。 

 

表 10 ｢第 11 次 5カ年計画｣期に淘汰される生産設備一覧 

業界 淘汰対象 卖位 第11次5カ年計画

での目標値 

2007年で

の实績値 

電力 ｢上大圧小（大型発電プロジェクトを発

展させ、小型火力発電プロジェクトを抑

える）｣を实施して小型発電ユニットを

閉鎖 

万 kW 5,000 1,000 

製鉄 300㎥以下の高炉 万トン 10,000 3,000 

製鋼 年産量 20万トン以下の小型回転炉と小

型電気炉 
万トン 5,500 3,500 

電解アルミ 小型前焼成槽 万トン 65 10 

鉄合金 6,300kVA以下の鉱熱炉 万トン 400 120 

カーバイド 6,300kVA以下の炉型カーバイド生産設

備 
万トン 200 50 

コークス 炭化审高度が 4.3m以下の小型設備を使

ったコークス 
万トン 8,000 1,000 

セメント 一般機械化竪型キルンセメントクリンカ

の等量代替 

万トン 25,000 5,000 

ガラス 技術の立ち遅れた板ガラス 
万重量箱 3,000 600 

製紙 年産 3万 4,000トン以下の草パルプ生産

プラント、年産 1万 7,000トン以下の化

学パルプ生産ライン、排出が指標を満た

していない年産 1万トン以下の古紙を原

料とした製紙工場 

万トン 650 230 

アルコール 技術の立ち遅れた生産プロセスと年産 3

万トン以下の企業（廃糖蜜由来のアルコ

ールは除く） 

万トン 
160 40 
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化学調味料 年産 3万トン以下の化学調味料企業 万トン 
20 5 

クエン酸 環境保護指標を満たしていないクエン

酸企業 
万トン 

8 2 

（出所：国務院「“第 11次 5カ年計画”期に淘汰される生産能力一覧」） 

SO₂と CODの排出状況から見ると、製紙・鉄鋼・化学工業・有色金属・医薬・紡織・火

力発電は何れも｢高排出業種｣ということになり、排出削減圧力もこれらの業種に集中的に

現れている。 

2007年に排出削減圧力が強まると、高汚染業種に以下のようなさまざまな影響が出た。

①小型企業が閉鎖され、業界の集積度が高まった。②もともと生産能力が過剰だった業界

の需給関係に変化が生じ、価格が上昇し始めた。③企業の環境保護への投資が促進された

が、小型企業にとっては連続的な投資が困難となり、それにより安定的に業界構造調整が

行われた。④業界内大企業の業績が急激な回復局面に入り、相応の投資チャンスがもたら

された。 

製紙・医薬・染料・カーバイド業界の最近の状況を見ると、すでに程度の差こそあれ、

排出削減によりもたらされた変化が市場の需給と製品価格に反映されている。排出削減圧

力によってもたらされる小型企業の市場撤退は、産業構造に短期的な衝撃を与えることに

なるが、中長期的に生産能力が回復する可能性が大きくなる。ただし、環境基準が厳しい

ため、小型企業に対する障壁は長期的に存在することになり、産業構造の改革は進むもの

と思われる。具体的には、小型企業による価格破壊がなくなり、業界の競争状態も相対的

に安定する結果、業界全体の収益水準も安定すると思われる。 

 

表 11 高排出業種（2005年） 

 
業種 COD排出（トン） 業種 SO₂排出 

（万トン） 

1 
製紙・紙製品業 1,596,590.8 火力発電 1,112.32 

2 
農業副食品加工業 677,239.8 黒色金属精錬・圧延加工業 142.24 

3 
化学原料・化学製品製造業 569,256.1 化学原料・化学製品製造業 116.76 

4 
紡織業 268,628.1 セメント製造業 101.60 

5 
飲料製造業 187,804.3 石油加工・コークス製造・

核燃料 

70.85 

6 
黒色金属精錬・圧延加工業 176,376.0 有色金属精錬・圧延加工業 70.70 

7 
食品製造業 154,962.8 製紙・紙製品業 43.13 

8 
医薬製造業 132,654.4 紡織業 29.62 

9 
火力発電 122,817.3 石炭採掘・選洗業 21.04 
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10 
化学繊維製造業 104,171.4 農業副食品加工業 15.61 

（出所：国金証券研究所） 

 

4.1.6.1 製紙業界への影響：文化用紙業界の集積度が高まり、価格上昇を促進 

製紙業の廃水排出量と COD排出量は全国各業種の中でもトップにある。2005年の環境保

護総局の統計によれば、製紙工業の廃水排出量は全国工業廃水排出量の 17%、COD排出量

は全国の 32%を占めている。｢第 11次 5カ年計画｣期には技術の立ち遅れた生産能力 650

万トン分の淘汰が計画されているが、それは 2006年の生産量の 10%に匹敵する。2007年

にはそのうちの 230万トン（2006年の生産量の 3.5%）の淘汰が終了している。年産 3万

4,000トン以下の草パルプ生産プラント、年産 1万 7,000トン以下の化学パルプ生産ライ

ン、排出が指標を満たしていない年産 1万トン以下の古紙を原料とした製紙工場が淘汰対

象に入れられている。現在、国内の新聞紙・段ボール紙・銅版紙・コート板紙製品の多く

が古紙やパルプから生産されており、これらの製品の生産能力は主に大企業に集中し、淘

汰すべき小型生産能力が尐ないので、技術の立ち遅れた生産能力の淘汰による影響はそれ

ほど顕著ではない。これに対して国内の印刷用紙や情報用紙などの文化用紙の原料には含

まれる草パルプの量が多く、これらのサブ業界においては、小型製紙企業の生産能力が比

較的高い割合を占めているため、淘汰に直面する生産能力の割合もより高いものとなる。

淘汰されるべき技術の立ち遅れた生産能力の中で、草パルプ文化用紙の比重は 1/3超にな

ることが推定される。したがって、短期的には文化用紙の価格は技術の遅れた生産能力の

淘汰を反映したものになる。2006年 7月以降、山東省の一部大手企業の文化用紙の価格は

どれも上昇している。 

2000年-2006年の文化用紙の年間平均複合成長率を 10.9%、ここ 3年間の年間平均複合

成長率を 7.57%、消費量の平均成長率 8%で推算する場合、新たに生産能力が増加せず、国

家の閉鎖要求に基づき 2008年と 2009年ともに平均的に閉鎖すると仮定すると、2007年

-2009年は製紙業でそれぞれ 230万トン、210万トン、210 万トンの生産能力が閉鎖され

ることになる。これらの生産能力のうち 35%を文化用紙の生産能力と仮定すると、文化用

紙の今後 3年間に閉鎖される生産能力はそれぞれ 80万 5,000トン、73万 5,000トン、73

万 5,000トンになる。既存の生産能力が技術改良によって 10%向上すると仮定した場合、

2007年-2009年の文化用紙の供給不足は概算でそれぞれ 55万トン、115 万トン、179万ト

ンになる。こうした推算結果も最近の文化用紙が大きく値を上げている理由を十分に説明

するものであり、大型製紙会社はどこも文化用紙の生産能力拡張計画があることが知られ

ている。なお、文化用紙の価格変動の業績への影響という視点で見た場合、美利紙業が主

な受益企業になるものと思われる。 
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4.1.6.2 医薬業界への影響：大企業が先行して新基準に対応 

環境保護総局が制定した「製薬工業汚染物質排出基準」が 2008年 1月 1日より施行さ

れ、製薬企業に対する環境および汚染物質排出面の要求が引き上げられた。基準の要件を

満たすために、製薬企業は環境分野への投入を増やしたことで経費が大幅に上昇している。

中小企業によっては大きな環境コストに耐えきれずに倒産を余儀なくされているところ

もあり、薬品業界は新たな再編期を迎えている。新排出基準のもとでは、大型製薬企業が

毎年汚染処理に費やす費用は 1億元超にのぼり、中型企業も数千万元を費やさなければな

らないことになる。新政策では汚染物質の排出基準を引き上げ、新規に建設される製薬企

業は新基準に依って設計および生産することが義務づけられ、既存企業に対しては 3年間

の過渡期内に改造を終了するように要求している。 

現在、製薬企業によっては巨額の資金を投入して環境施設を購入しているところもある

が、基準に合致していない企業が相当数を占めている。後者が環境部門の要求に従って生

産停止や改造を行う場合は、毎月 1,500万-2,000万元の収入が減尐することになり、多く

の中小型ビタミン原料製造企業が環境問題で生産停止を余儀なくされる事態に陥ってい

る。 

目下、大型医薬品企業が環境への投入を増やしている。華北製薬は環境要件を満たすた

めにすでに 2億元を、石薬集団も約 3億 5,000万元を投入し、海正薬業の投入も 1億 3,000

万元に達している。広済薬業は前段階に建設した汚水処理施設が環境部門の要件に合致し

なかったために、建設中の汚水処理施設への投入をさらに 3,100万元増やさなければなら

なくなった。つまり合計 4,300万元を投入してようやく処理後の廃水が環境部門の求める

一級排出基準をクリアできることになったのである。 

 

4.1.6.3 染料業界への影響：小規模生産設備を閉鎖した効果が顕著 

染料業界からの汚染物質は主にその廃水だが、中国の染料業界の廃水平均処理率は 70%、

基準達成率はわずか 30%である。 

中央政府は 15種類の汚染の深刻な小型企業の閉鎖を明示している。その中には年産量

500トン以下の小型染料工場が含まれているが、2007年時点で約 200社の染料企業がそれ

に該当している。 

2005 年に統計局が統計した中国の染料生産量は 106万トンで、そのうち生産量が 5,100 

トン（収入約 1 億元）超の企業は 40社、生産量の合計は 68 万トンで国内生産量の 64%

を占めている。5,000 トン規模の染料工場への汚水処理装置の初期投資額は 800万-1,000 

万元に達し、5,000トン以下の染料企業にとって汚水処理への投資圧力は相当なものにな

るはずである。 
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2007年上半期に排出削減が強化されると、特に浙江地区では一部の染料企業が減産と生

産停止に追い込まれ、染料が供給不足になり、染料価格が引き上げられることになった。

2007年現在の染料価格の平均値上がり幅は約 20%-30%だが、品種によっては価格が倍にな

っているものもある。主な受益企業には浙江龍盛がある。 

 

4.1.6.4 カーバイド業界への影響：違法生産設備の大規模閉鎖で需給関係改善 

近年、中国のカーバイド業界は急速に拡張しており、低水準の重複建設と闇雲的な拡張

によって業界構造が不合理なものとなり、生産能力もだいぶ過剰になっていた。 

関連部門が 2004 年からカーバイド業界に対する整理整頓を開始し、「カーバイド業界

参入条件」も発表されたことで、業界における上述の傾向は抑制され始めている。しかし、

中国のカーバイド業界は未だ深刻な生産能力の過剰に見舞われており、技術設備水準が低

い、構造が不合理、汚染が深刻、などの問題が存在する。したがって、環境を保護し、社

会資源の浪費を未然に防ぎ、企業間の過当競争により生じる巨大な経営リスクを除くため

にも、中央政府はカーバイド業界に対しマクロコントロールを強化することが予想される。 

カーバイド業界は主に以下の 4方面から構造調整を行っている。 

(1) 中央政府の法律法規および産業政策の要求に従って、5,000 kVA以下（1 万トン/

年以下）のカーバイド炉および開放式カーバイド炉、排出基準を満たしていないカ

ーバイド炉を徹底的に閉鎖・淘汰する。 

(2) 新規カーバイドプロジェクトを厳しく制限し、3年で生産能力を市場需要に見合っ

たものにする。 

(3) 排出規制と汚染処理を強化し、カーバイド生産企業の各種汚染物質の排出が環境要

件を満たすようにする。 

(4) 参入に関する管理を強化し、現代化された大型カーバイドプラントを増やし、業界

構造を改善して業界全体の技術水準と産業集積度を高める。閉鎖措置については、

カーバイド既存生産能力の 3割程度を圧縮し、需給が基本的にバランスするように

する。生産能力を拡張する際に、厳しい環境関連の審査・認可を实施し、生産能力

の過剰を抑制することで、業界の健全な発展に利する。 

主な受益企業は英力特と新疆天業になる。英力特は環境政策を遵守し、カーバイドを自

給しているほか、自家発電設備を保有する強みがあり、成長が期待できる。新疆天業は企

業集団として見ると、産業チェーンが最も整備されており、自家発電設備やセメント工場

を持っている。中央政府の産業政策に合致しており、国内カーバイド法 PVC製造のモデル

ケースになっている。 
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4.1.6.5 染色業界への影響：上場会社に対するマイナス影響は限定的 

2007年における染色業界の卖位当たり生産値の汚水排出量は 2005 年比で 22%減尐し、

生産値万元当たりの消費電力は 2005年比で 10%-15%低減している。染色業界は大口汚染源

で、一般的に生物処理による環境固定資産への投入は 400万元/万 km（機械織染色）、800 

万元/万トン（ニット染色）であり、通常の汚水処理費用は（排出基準一級を満たす場合）

1-2 元/トンである。小型染色企業にとって上記の投入は相当の負担となり、環境規制に

よって各地で多くの小型染色企業が倒産している。現在、黒牡丹集団に小型企業倒産によ

る影響が出始めている。具体的には受注量が増えていることと、人員募集がしやすくなっ

たことが挙げられる。ただ、受注量の増加が即利益の増加を意味するわけではない。粗利

率は向上しておらず、加えて環境措置を徹底させる必要性もあり、企業の利益の大幅な増

加には至っていない。 

省エネ・排出削減が紡織業界に及ぼす影響は長期的なものになる。小型企業の閉鎖によ

り、業界の統合が加速されることは、製品と原料価格の安定および企業経営には有益であ

る。しかし、短期的には、大量の小型企業の閉鎖によっても業界の景気後退局面を押さえ

ることは不可能である。また主に輸出を行う大型企業も今回の環境分野での大幅な規制強

化により利益を増やすことは難しいように思われる。 

 

4.1.7 「地域制限認可」制等環境政策により、拘束力を維持 

現在、直接的な生産設備の閉鎖以外にも、地域制限認可・流域制限認可・グリーン融資・

電力価格の差別化という四大措置も高排出業種に大きな影響を与えている。 

2006年 9月、中央政府は電解アルミ・鉄合金・カーバイド・ミョウバン・セメント・鉄

鋼・黄リン・亜鉛精錬の 8業界を差別電力価格政策の適用範囲に繰り入れ、中でも省エネ

排出削減要求に合致していない制限類と淘汰類の企業については、使用電力価格を連続 3

年大幅で引き上げることとした。 

2007年年初、「地域制限認可」制が初めて発表され、新規建設プロジェクトについては

総量排出抑制指標をオーバーすることが認められなくなった。即ち、総量抑制指標をオー

バーした地域については、暫定的に汚染物質排出総量を増やすような新規プロジェクトの

審査・認可を停止することになった。2007年の汚染物質総量排出削減任務を達成していな

い省に対しては、2008年から｢地域制限認可｣制を实行し、暫定的にすべての新規プロジェ

クトにつき環境評価の審査・認可を停止した。2008年の上半期には｢地域制限認可｣制にい

っそう力が入れられ、12プロジェクトについては永久閉鎖とし、47の認可を経ていない

違法プロジェクトについては建設または生産の停止に追い込んだ。 

2007年 7月、環境保護総局は黄河・淮河・海河流域および長江安徽流域の水質汚染が深

刻な 6市 2県 5工業パークに対して｢流域制限認可｣制を实施し、暫定的に汚染対策および
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循環型経済類以外のすべてのプロジェクトに対する環境評価の審査・認可を停止した。制

限認可制の圧力によって地方政府は合計 1,162 の違法企業とプロジェクトを整理し、すで

に 400が閉鎖、249が生産停止と整頓、102が期限を定めて処理する対象になっている。 

環境保護部は近日中にグリーン融資政策を発表することを予定している（2007年には環

境保護総局と中国銀行業監督管理委員会によって指導的意見は出されているが、未だ正式

な関連法令・政策は打ち出されるに至っていない）。その主な内容は、環境評価の審査・

認可と検収を行っていないプロジェクト、環境保護審査・認可要求に基づき環境保護措置

を採っていないことで環境保護部門の取締りを受けた企業については、各金融機関の融資

が受けられないとうものである。この考え方に倣ってグリーン税・グリーン保険・排出権

取引などの政策も構想中である。こうした経済的手段を駆使した環境政策は環境経済政策

と呼ばれ、環境保護部の次段階における業務の主な方向性になっている。 

発展改革委員会が直接小型企業や技術の立ち遅れた生産設備を閉鎖することが、最も直

接的な産業構造の調整方法だと言える。それと比較すると、これらの関連措置への取り組

みは相対的に緩やかなものだと言えるが、それでも地方政府と高汚染企業に対し強力な制

約力を有している。 

 

4.1.8 環境価格の上方修正を通じて産業発展メカニズムの適正化を図る 

中国の資源価格システムにおける資源品の価格設定メカニズムの改革は多尐進展して

はいるものの、全体的な資源価格の水準は低く、特に資源品の中でも環境資源価格は無視

されている状況にある。中国の環境汚染が深刻化している大きな原因の一つは、汚染コス

トが非常に低いために、企業は汚染コストと不法收益とを比べて汚染物質を排出すること

を選択し、国民も十分な環境意識に欠けている点にある。汚染物質排出コストが低く、中

央政府の補助金にも限度があることから、健全な環境産業の発展がかなわず、一部の汚水

処理企業は経済的な理由で低い設備稼働率に甘んじている。 

こうした状況については発展改革委員会も重視しており、汚染支出に対し｢汚染者の費

用支払原則と合理的な収益の原則｣を定めている。「汚染者の費用支払原則」とは、どの

企業・機関・住民も汚水を出したら汚水処理費を支払い、ゴミを出したらゴミ処理費を支

払い、環境汚染物質を排出した場合は、排出課徴金を支払わなければならないという原則

をいう。また「合理的な収益の原則」とは、環境保護費用の徴収基準は汚染処理者の運営

コストと一部の建設コストを補填し、かつ適切に収益をあげるものでなければないという

ことを指す。この原則によって初めて社会の各方面から投資を環境対策に呼び込むことが

可能となる。 

中国現行の「汚染物質排出課徴金徴収基準管理弁法」は 2003年 2月 28日に公布された

ものだが、その中の排出課徴金の徴収基準は現在の汚染処理コストの半分にしかならず、
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实際にはさらに低い徴収率になっている。2007年、発展改革委員会は汚染物質排出課徴金

の徴収基準を環境処理のコストを補償できるレベルまで引き上げ、かつ汚染処理企業に収

益が出るようにし、企業の排出削減の積極性を引き出し、3年に分けて現在の汚染物質排

出課徴金を汚染処理コストのレベルまで徐々に引き上げる予定にしている。 

 

4.2 中国本土企業の発展動向 

4.2.1 水質汚染処理業界 

水資源の不足、汚水排出量の増加および水資源費と汚水処理費の顕著な上昇傾向が、汚

水処理業界の将来性を方向付けている。汚水処理業を営む主な水関連の上場会社には首創

股フェン・原水股フェン・創業環保・单海発展・洪城水業・公用科技などがあるが、汚水

処理の規模では創業環保が業界トップである。同社は天津に 4つの汚水処理場を有し、総

合汚水処理能力は 149 万㎥/日に達している。なお、天津地域の汚水処理率は 75%に達して

いる。 

 

4.2.1.1 水質汚染防止製品の生産状況 

水質汚染防止製品分野は技術が向上し、製品構造も一段と最適化され、自主開発能力を

備えた一群の中核企業が育っている。2007年 4月に発展改革委員会が公布した｢当面国が

発展を奨励する環境産業設備（製品）目録｣では、7分野 107品目の製品が奨励されている

が、この中で水質汚染防止設備やオンライン汚染物質連続モニタリング設備にも重点が置

かれ、奨励する製品は、生物化学廃液や重金属イオンを含む廃液対策、汚泥の処理と利用

および直接人体の健康や環境に関係するような消毒設備などの分野に集中している。水質

汚染整備産業における環境設備の重要性がますます高まり、設備の進歩によって汚染整備

技術の高度化と製造コストの調整が誘発され、それが業界改革を推進する大きな力になっ

ている。かつ、近年、水質汚染事故が頻発していることもあり、水処理製品市場で浄水（飲

用水）設備・フィルター・水処理薬剤などへの注目度がかなり高まっている。 

 

4.2.1.2 水関連投資市場の発展状況 

水関連市場にはヒートアップ傾向が見られ、さまざまな投資主体が積極的に水関連分野

に参画している。現在、中国の証券市場の上場企業で水関連事業を主要業務としている会

社には首創股フェン・合加資源・武漢控股（持株会社）・单海発展・創業環保・銭江水利・

洪城水業・原水股フェンなどがある。その他上場企業の多く（楽山電力・錦龍股フェン・

漳州発展・大衆公用など）もこの分野に注目し、各地でプロジェクトが实施されている。

統計によると、現在、20余りの上場企業が水関連事業に対しそれぞれ規模の異なる投資を

行っており、かつ年々増加傾向にある。2007年、ヴェオリア社・中法水務・深圳水務・金
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州集団・首創股フェン・中国水務投資が好業績をあげ、熾烈な競争の中で中国の水関連市

場が徐々に活況を呈し始めている。 

 

4.2.2 中国の火力発電所脱硫業界 

中国電力企業連合会の統計によれば、2007年末時点で中国における排煙脱硫装置を設置

している火力発電所の容量は 2億 7,000万 kWを超え、火力発電ユニット総容量の約 50%

を占めた。また、2007年に操業を開始した 100MW以上の火力発電プラントの脱硫装置は 1

億 1,600万 kWに達し、2006年比 14%増であった。 

上位 10位に名を連ねる脱硫装置会社としては、国電龍源環保・武漢凱廸電力環保・北

京博奇電力科技・山東三融環保工程・浙江天地環保工程・江蘇蘇源環保工程・中国大唐集

団科技工程等がある。 

2007年に全国で操業を開始した 100MW以上の火力発電プラントの排煙脱硫装置は 1億

1,600万 kWに上り、そのうち新設発電ユニットの排煙脱硫装置が、総容量の約 70%を占め、

石灰石－石膏湿式脱硫プロセスが約 90%以上を占めた。 

2007年に排煙脱硫産業の登録をしている脱硫会社によって締結された脱硫工事契約の

容量は、合計 1億 700万 kWに達し、そのうち上位 10位の脱硫装置会社が締結した契約容

量は総契約容量の約 77%を占めた。 

近年、中国は自主開発や技術の導入・消化吸収、再イノベーションにより排煙脱硫の産

業化が大幅に進み、火力発電所の排煙脱硫技術の国産化能力は「第 11次 5カ年計画」期

の SO₂の排出削減ニーズをほぼ満たしている。 

現在、石灰石－石膏法、排煙循環流動床、海水脱硫法、脱硫と集塵の一体化、半乾式法、

回転式噴霧乾燥法、炉内カルシウム噴霧による排煙加湿活性法、活性コークス吸着法、電

子ビーム法など十数種の排煙脱硫プロセスが応用されている。海外と同様に、その中でも

石灰石－石膏法が当面の主流になっている。統計によると、操業中・建設中・契約締結済

みの火力発電所排煙脱硫プロジェクトのうち、石灰石－石膏湿式脱硫プロセスが 90%以上

を占めている。 

2007年には中国の火力発電所で使われる脱硫設備・材料の国産化がほぼ实現し、国産設

備が選ばれる可能性もある程度まで高まっている。大型設備や運転制御システムおよびモ

ニタリングシステムの性能は、外国産のものと比べるとまだやや务っていることもあり、

实際のプロジェクトではなお事業主に輸入ニーズが存在する。 

国による省エネ・排出量削減総合プランを徹底的に实行し、火力発電所の脱硫装置の運

転レベルと稼働率を高め、SO₂の拘束性目標を实現するためには、火力発電所の脱硫施設

の運用に対し全面的な科学的管理を实施する必要がある。目下、一部の脱硫装置会社では



49 

Copyright © 2009 JETRO.  All rights reserved. 

運転管理資格のある者が脱硫施設の運転管理を責任をもって行うようにし、運転管理経験

を積ませている。 

 

4.2.3 火力発電脱硝業界 

火力発電による窒素酸化物の排出規制は、2003 年に｢火力発電所大気汚染物質排出基準｣

が公布されたことから始まった。その後、ほとんどの新設火力発電ユニットに低窒素酸化

物燃焼技術が採用されるようになり、一部の火力発電所では技術改造と合わせて低窒素酸

化物バーナーが取り付けられた。商業化排煙脱硝装置もすでに 30万 kWと 60万 kW容量の

発電ユニットで使われるようになり、火力発電所の窒素酸化物排出量を抑制するための経

験が蓄積されている。おおまかな統計ながら、現在までに約 90カ所の発電所で 200基弱、

総設備容量 1億 500万 kWのユニットがすでに環境アセスメントを实施している。そのう

ちすでに建設済・建設中または建設予定の火力発電所排煙脱硝プロジェクトの設備容量は

5,745万 kWに達し、主に北京・上海・江蘇・浙江・広東・山西・湖单・福建などの省（市）

に分布している。採用されている主なプロセスは選択的触媒還元法（SCR法）で約 96%を

占め、選択的非触媒還元法（SNCR法）はわずか 4%にとどまっている。 

 

4.2.4 電気集塵機業界 

目下、中国の電気集塵機の加工生産と使用量はいずれも世界一位であり、この分野の技

術もトップレベルにある。電気集塵機は国内外の需要を満たし、一部は世界の数十の国と

地域に輸出されている。初歩的な統計によれば、現在、中国では 200社余りが電気集塵機

の設計製造および関連部品の生産を行っている。 

 電気集塵機の国内ニーズは依然として力強く、中国の電気集塵機の国際市場への参入も

加速されている。激しい競争が繰り拡げられている市場では、電気集塵機のブランド品と

中核企業が市場シェアを大幅に増やし、一部の小企業は撤退または業界替えを余儀なくさ

れている。  

目下、中国の電気集塵技術の開発レベルは、世界の先進国とほぼ同一ライン上にあると

言える。中国の電気集塵業界にはすでに設備レベルが高く、技術力があり、開発能力に富

み、付帯条件の揃った企業群が形成されており、電気集塵機の製造能力が 10万トン/年に

達する企業が 10社余りある。電力供給電源製造能力が 1,000台/セットに達している企業

には浙江佳環・福建龍浄・大連電子がある。年間製造能力が 300台/セット以上の企業も

若干存在する。 

また、2007年の電気集塵機業界には以下のような特徴が見られた。 

(1) 業界の集積度がさらに高まった。30社余りによる総生産額が業界総生産額の 80%を

占めている。 
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(2) 業界全体の輸出額が増え続け、初めて 10 億元の大台を超えた。 

(3) 業界内の企業は、電気集塵機を中心としつつ、電気集塵機製造以外の他分野にも進

出して多角経営を行っている。本体企業 21社の 2007年の契約総額は 100億元を超

えた。 

 

4.2.5 バグフィルター集塵機業界 

2007年は中国のバグフィルター集塵機業界が猛烈な勢いで発展した 1年であった。業界

の総生産額は 119億 6,000万元に達し、これは 2006年比 29億 9,000万元増、同 33%増と

いう数字であった。利益率は 9%で 2006年比 25%増であった。そのうちバグフィルター集

塵機の主機メーカーとエンジニアリング会社の生産額は 90億 6,000万元で 2006年比 32%

増、利益率は 23%増、輸出は 76%増であった。2007 年はバグフィルター集塵機の主機メー

カーとエンジニアリング会社、バグフィルター集塵機用特殊繊維とろ材のメーカーや部品

メーカーが急速な発展を遂げ、年間生産額が 1 億元を超えた企業が 30社以上あった。一

部企業で生産額が 5億元余りに達し、中型企業の仲間入りを果たした。そのうちの数社は

上場会社であり、その一部は各地の重点上場育成企業の対象になっている。 

2007年はバグフィルター集塵機の主機メーカーも急速な発展を遂げた。生産額は 2006

年比で 32%増、利益率は 8%に達し、輸出生産額は例年に比べ 76%増の大幅増となり、開発

途上国への輸出だけでなく、欧州・米国・日本などの先進国へも輸出されるようになった。

これは中国のバグフィルター集塵機主機メーカーの品質と性能が国際的にみても先進レ

ベルに達していることの表れと言えよう。例えば浙江潔華環保科技は、1万 2,000トン/

日のセメント生産ライン用のバグフィルター集塵機数十台を米国に輸出し、大型電解アル

ミ電解槽用のバグフィルター集塵機 9台をインドに輸出している。また、河单中材環保が

生産している新型乾式セメント生産ライン用集塵機による落札率も非常に高い。煙台氨綸

と広東彩艶が生産しているアラミド繊維は、海外製品の品質と比べても遜色がなく、米国

や日本企業の製品に代わって国内市場を席巻し、輸出も大量に行われている。PTEE繊維を

生産している常州中澳興誠と上海凌橋環保設備ではすでにロット生産を行ってもいる。 

また 2007年は国内のろ材メーカーが急成長を遂げ、生産額は 2006年比 38%増、利益率

は 11%に達した。ハイテクろ材の市場では上海博格工業濾料・アモイ三維絲環保工業・上

海大宮新材料など国内の中核企業数社が一定のシェアを占めているが、まだ海外メーカー

に支配されている。 

部品メーカーの生産額は低く、2007年の部品業界の総生産額は 4億 1,000万元であった。

部品生産のうち生産額が比較的大きいのはパルスバルブで、国内企業の 10社近くがパル

スバルブを製造しているが、ある程度の規模を有する企業はわずか 3社にとどまっている。

製品品質では海外のそれとほぼ同じと見なされている一方で、パルスバルブの主要市場、
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特に電力・鉄鋼・セメント・ゴミ焼却分野の新規プロジェクトの市場はほぼオーストラリ

ア・米国・イタリア・日本・韓国など海外メーカーによって支配されている。 

現在、鉄鋼・セメント・非鉄冶金分野の大型設計院や研究院が次々とエンジニアリング

会社に転換し、バグフィルター集塵機の設計ばかりでなく、大型バグフィルター集塵機工

事も請け負うようになり、設計・調達・据付・調整など一連のサービスを提供している。

またエンジニアリング会社の中には傘下にバグフィルター集塵機主機の生産工場やろ材

工場を持っているところさえある。中でも上海宝鋼工程・中冶京誠・中冶賽廸・中冶華天

工程・中冶建研総院環保公司・中鋼天澄環保科技・合肥水泥研究院環保公司・中天仕名科

技集団などはかなりの实力をつけている。 

 

4.2.6 産業固形廃棄物汚染整備業界 

規模が急激に拡大している。中央政府が｢全国危険廃棄物・医療廃棄物処理施設建設計

画｣を实行して以降、危険廃棄物と医療廃棄物の処理業界が大きく発展し、現在、この業

界に属する企業はすでに数十社を数えるまでになっている。2007年に中国環境保護産業協

会が危険廃棄物企業 19社を対象に行った調査では、危険廃棄物と医療廃棄物を取り扱っ

ている企業の規模は近年急速に拡大しており、企業 19社の生産額は 12億元に上ることが

分かっている。 

環境設備の種類はますます豊富になり、技術レベルも明らかに向上している。ここ数年、

産業廃棄物処理企業が積極的に海外の先進技術を導入し、その消化吸収と自主開発を図っ

たことで環境関連製品の品質が著しく向上し、ゴミ焼却発電などの分野でも設備容量や技

術レベルが向上してきている。今では中国でも危険廃棄物処理用大型回転窯が製造できる

ほか、医療廃棄物を処理する焼却設備の技術レベルも大幅に向上し、いずれにも完璧な排

煙浄化システムが付けられている。また、医療廃棄物処理設備の種類も大幅に増え、化学

処理法・レトルト法・マイクロ波処理法などによる非焼却プロセス設備が開発されている。 

科研・生産・設計・施工・運営・サービスが一体化したエンジニアリング会社が急成長

している。そのサービス範囲はそれまでの技術とコンサルティングサービスを主としたも

のから、環境工事の請け負い、環境施設の運転、投資・融資およびリスク評価など多岐に

わたっている。都市の環境施設の建設や運用管理の面では、政府が融資-企業が運用、政

府が指導－民間が投資－政策支援、企業が投資－民間が資金調達－企業が管理、などのさ

まざまなモデルが出現している。｢全国危険廃棄物・医療廃棄物処理施設整備計画｣の实施

過程で、全国に医療廃棄物処理センター300カ所と危険廃棄物処理センター50余カ所が建

設され、それらが環境サービス業を発展させる契機になっている。 
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市場競争がますます激化する中、製品の品質と技術レベルが競争要素としてますます重

要な意味を持つようになっている。目下、固形廃棄物処理市場では製品品質と技術レベル

が市場シェアと正比例の関係にある。 

 

4.3 各分野における発展動向と課題、提携ニーズ 

今世紀初めの「第 10次 5カ年計画」の实施に伴い、国民経済が猛スピードで成長した

が、それと同時に環境への負荷が増大することにもなった。特に「松花江汚染事故（2005

年の化学工場爆発、河川への汚染物質流出事故）」後、中国政府は「省エネ・排出削減」

を各級地方政府の最重要任務と位置づけ、地方政府行政首長責任制を確立し、中央政府か

ら下達される環境汚染整備任務の執行が厳格に实行されるようにしている。このような政

治背景の下、環境産業の市場需要は全面的な拡大局面にあり、中国の環境産業は目下急成

長を続けている。2007年の狭義の環境産業としての環境汚染整備産業の販売総収入は

3,026億元、広義の環境産業としての生態環境保護と循環型経済産業の販売総収入は約

6,000億元に達した。 

今後、省エネ・排出削減が進むにつれて、中国の環境産業は一段と発展のテンポを速め、

年間販売総収入の平均成長率は 15%以上のレベルになることが予想されている。中国の環

境汚染整備産業の重点は中央政府の環境政策の変更によって影響を受けることになるが、

それにより多大な技術ニーズがもたらされるものと思われる。 

中国の環境政策の今後の発展動向は以下のようなものになることが予想される。 

(1) 生活汚染整備事業がいわゆる都市から数が多く面積も広大な｢城鎮｣・｢村鎮｣に拡大

していく。 

(2) 工業汚染対策が卖一的な汚染源対策から工業パークでの集中処理に転換していく。 

(3) 各重点流域や地域間の環境整備の要件と排出基準を高める。 

(4) 企業に対し、より広範にクリーン生産を实現し、循環型経済を発展させることを求

め、政策によって「ゼロ排出」と「低排出」を誘導し、資源のリサイクルと総合利

用を拡大する。 

(5) 汚染源対策を点から面へと方向転換し、大規模な河・湖・ダム環境汚染整備事業を

展開する。 

よって、中国の環境汚染整備分野においては、以下の技術ニーズが生まれるものと思わ

れる。 

(1) 農村に適した生活汚水処理技術（浄化槽技術など） 

(2) 農村に適した生活ゴミの無害化処理技術（小型焼却炉技術など） 

(3) 広大な農村のさまざまな状況に適応し、大気環境の保護に役立つエネルギー利用

技術（穀物茎類のバイオマスエネルギー技術など） 
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(4) 各種都市汚水処理場での使用に適した高効率で省エネルギーの環境設備（送風

機・曝気装置・汚泥脱水機・汚泥乾燥焼却プラントなど） 

(5) 石炭火力発電所の脱硫・脱硝技術とその主要設備（触媒による酸化装置など） 

(6) 重度汚染業界（製紙・冶金・石油・化学工業・発酵・染色・電子など）の廃水、

廃ガス汚染防止技術とプラント（高度な酸化技術や湿式焼却技術と設備、濃縮技

術と設備など） 

(7) 重度汚染業界（製紙・冶金・石油・化学工業・発酵・染色・電子など）のクリー

ン生産技術と循環型経済のための技術 

(8) 環境汚染整備に用いるコア材料（高効率バイオフィルム充填材・抗汚染フィルム

材・特効水処理薬剤・生菌剤・高効率ろ材・電気化学材料・特殊触媒など） 

(9) 固形廃棄物の無害化処理に用いる処理技術（電子廃棄物の解体リサイクル処理技

術、危険廃棄物処理技術、土壌回復技術など） 

(10) 河や湖の富栄養化防止技術と設備、水環境の生態回復技術など 

 

4.3.1 世界各国の関連業界団体および企業の中国における動向 

1990年代から中国政府は「環境汚染への宠戦」運動を展開し、世界に環境整備技術面で

の支援を求め、環境汚染整備市場を開放してきた。市場開放の初期においては、投資が、

外国企業が中国の環境産業市場に進出する際の主な原動力になっていた。EU諸国との二国

間ソフトローンプロジェクト、世界銀行やアジア銀行との環境保護プロジェクト、日本と

の円借款プロジェクトなどは、いずれも中国の環境汚染整備施設の建設にとって大きな支

援と援助になっていた。このような背景の下、多くの欧米企業や日本企業が中国と環境貿

易関係を確立していった。 

1990年代末になると、中国の環境産業市場は中国政府の政策が原動力となって大きく発

展していった。多くの国の政府が中国の WTO加盟を機に環境産業分野での中国政府との提

携を模索し、ドイツ・韓国・フランス・スペイン・ポーランドなどは、政府が自国の環境

企業を引きつれ次々に中国を訪問した。例えばドイツは首相・貿易委員会主席・環境省大

臣など政府要人が数百社の環境企業を率いて中国を訪問し、中国政府や環境産業界と交流

を行ったり、定期的に「中国ドイツ環境産業大会」を開催したりしたことで、ドイツの環

境企業の中国市場への進出が大いに促進されることになった。 

2000年以降、中国の環境産業市場の全面的な開放に伴い、中国の台湾と香港を含め EU

諸国・ロシア・日本・韓国・米国・カナダ・ニュージーランド・オーストラリア・イスラ

エル・シンガポールなどの国が、民間ベースで直接中国に進出し、環境産業市場で競争を

繰り広げ、目覚しい発展を遂げている。 
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現在、中国の環境産業市場においては、外国の投資や貿易が無視できないほどの勢力と

なっており、環境市場における相当のシェアを占めている。不完全な統計ながら、外国資

本は尐なくとも中国の市政給水・汚水処理などの水関連市場の 40%、中国の環境設備ビジ

ネスの 20%、中国の工業汚染整備環境サービス市場の 7%、中国のゴミ処理市場の 10%を占

めているとされる。 

中国の環境産業市場で最も活躍している国にドイツ・フランス・オランダ・イギリス・

スペイン・ポーランド・イスラエル・米国・日本・韓国・ロシアなどがある。威立雅（ヴ

ェオリア）・ベルリン水道会社（Berlinwasser Holding AG）・高盛（ゴールドマンサッ

クス）・GEなど、環境分野における世界でも有数の多国籍企業の多くが中国の環境産業市

場で好業績を挙げている。 

環境産業への海外企業の参入に関連し、各業界が抱えている主な課題、支援ニーズは以

下の通りとなる。 

 

4.3.2 各業界における課題  

4.3.2.1 水質汚染防止業界の課題 

(1) 中国の汚水整備技術の開発と応用は未だ大部分が排出基準を満たすことを目標とする

レベルにとどまっている。しかも目下の中国の技術開発は卖一的なものが多く、系統

性・完全性・集積性に欠け、総合性に欠けた比較研究および技術経済評価システムに

なっている。したがって、個別の技術を統合し、排出基準を満たすことを目標とする

汚染整備から水資源の循環利用を目標とした「ゼロ排出」への調整を図り、技術を総

合的に集積させ、汚水・汚泥のリサイクルと資源化を实現することが今後の研究開発

の重点になる。 

(2) 一部の重点工業で行っている有機廃液処理は、未だ中国の国情や経済实用性に適合し

ない汚染整備技術だと言える。高濃度で降下分解が難しく、窒素を含有し、硫黄含有

量の高い有毒有害汚染物質の廃液処理技術の研究開発を強化し、個別の实用技術やそ

れらを組み合わせたプロセスの開発に力を入れる必要がある。先進的で成熟した、高

効率の汚水バイオ処理技術についても普及と応用を強化し、科学技術成果の転化を加

速させ、水質汚染整備技術に対する市場の環境ニーズを満たしていくようにする。 

(3) 環境企業は自身の強みを発揮することに加え、産業界・学会・研究所との提携を進め、

速やかに成熟した経済的かつ实用的な新技術と新プロセスの産業化を図り、市場ニー

ズを満たしていかなければならない。水質汚染整備技術の開発では、国際的な環境先

端技術を注意深く追跡し、速やかに世界の先進技術を導入・吸収することによって中

国の技術レベルを向上させていくようにする必要がある。 
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4.3.2.2 火力発電脱硫産業の課題 

(1)排煙オンラインモニタリング装置はまだそのあるべき機能を果たしておらず、火力発

電所の大気汚染物質の排出についてリアルタイムのモニタリングができずにいる。 

(2)脱硫施設の監督管理がまだ適切に行われていない。 

(3)中国の稼働中の脱硫プロセスは石灰石－石膏法が主で、それが 90%以上を占めている。

脱硫プロセスが卖一的であり、脱硫副産物の処分や処理についての認識がまだ不充分

で、発電所によってはそれらを放置・遺棄しているところもある。「第 11次 5カ年計

画」末期までに 3 億 kWの給炭発電ユニットに石灰石－石膏法脱硫施設を配置すること

が予定されているが、1台 300MWユニットで硫黄含有量が 1%の炭種を燃やす場合、毎

年 5,000万-6,000万トンの脱硫石膏が発生することになる。それを放置または遺棄と

いう方法で処分した場合は、資源の浪費になるばかりでなく、場所を占用することに

もなり、二次汚染の懸念もある。 

 

4.3.2.3 電気集塵機業界の課題 

(1) 自主開発能力が依然弱い。中国は電気集塵機の生産量・生産額ともに世界でトップだ

が、技術レベルは先進国と比べまだ差がある。その主な原因は中央政府の政策誘導と

インセンティブが弱いことにある。企業を主体とした産業界・学会・研究所を結合さ

せたイノベーションシステムを確立している企業はわずかで、企業の人材・情報・資

金を駆使した総合的な開発能力が低く、技術と製品の標準化レベルも实際のニーズと

はかけ離れたものになっている。  

(2) 環境産業の発展を促す措置が講じられていない。企業のイノベーションに携わる人材

が相対的に不足し、人材を安定的に留めるという点でいくつか体制的な問題がある。

企業の知的財産権が有効に保護されていないために企業の開発意欲が減退している。 

(3) 市場秩序の混乱と過当競争の横行が電気集塵機の健全な発展にとっての足かせにな

っている。電気集塵業界の生産能力は深刻な過剰状態にあり、中核企業 30 余社の生

産能力だけで国内需要を満たすことができる。当面の市場需要が低迷する中で、市場

競争が激化し、低価格競争も広がりを見せている。加えて市場の監督管理の不足、杜

撰な入札、一部の地域に見られる寡占、地方保護主義などの原因により、市場競争が

より過酷なものになっている。 

(4) 中国電気集塵機業界の主要中核企業の製造能力とレベルは、世界の先進企業と比べて

遜色ないが、業界全体の総体的設備レベルはまだ両者にある程度の差が見られる。特

に、生産・試験設備がかなり遅れているために、新製品や新技術の工業転換が制約さ

れ、海外の同類製品と比べ競争力が低下している。 

(5) 技術レベルの高い電気集塵機の運転管理・保守要員不足が深刻である。電気集塵機の
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運転効率は設計と据付の品質の良し悪しで決まるだけでなく、日常の運転管理・保守

が極めて重要な要素になる。近年、工業の急速な発展により電気集塵機の新設が急増

したために、技術レベルの高い電気集塵機の運営管理・保守要員の不足が深刻で、電

気集塵機の効率が発揮されていない。 

(6) 生産材料の高騰が続いているが、特に鋼材の値上がりが電気集塵機業界全体に存亡の

危機をもたらしている。統計によれば、鋼材価格は 2007年 6月から値上がりを続け、

2008 年 3 月初めには鋼材 1 トン当り 1,500 元-2,000 元まで値を上げ、企業の生き残

りが難しくなっている。以前契約した製品価格が現在の材料価格より安いという企業

まで出現している。 

 

4.3.2.4 バグフィルター集塵機業界の課題 

(1) 鉄鋼・コークス化・耐火材料・石灰・鉄合金・カーバイド・カーボン材料・カーボン

ブラック・非鉄冶金・セラミック・セメント・火力発電・化学工業などから排出され

るガスと粉塵の排出基準の改定について提案することが求められている。 

(2) 市場ニーズに基づき、科学研究機関および企業を誘導して P84 繊維を輸入・研究し、

中国における産業の空白を埋めた。さらに耐高温アラミドファイバーについては製品

の品質を安定させ、国内市場を調整し、輸出を強化し、輸出数量を拡大する必要があ

る。 

(3) バグフィルターに関しては国際市場に進出できる可能性が高い。中核企業の競争力は

高いので、それらの国際市場におけるブランド力・知名度の向上が求められている。 

 

4.3.2.5 固形廃棄物処理業界の課題 

(1) 固形廃棄物処理業界の技術イノベーションを加速させ、固形廃棄物処理の技術レベル

を高め、企業を主体とし、市場を導き手とし、産業界・学会・研究所が協力し合う技

術イノベーションのための新システムの構築を推進する。 

(2) 投資を拡大し、多元的な投資環境を構築する。環境関連の投融資体制改革を加速し、

投資ルートを開拓し、市場メカニズムに合った多元的な環境産業のための投融資メカ

ニズムを構築・整備する。 

(3) 環境汚染防止施設の運用を積極的に発展させ、固形廃棄物汚染対策施設の企業化・市

場化・社会化運用を推進する。既存施設に対する「運用の市場化」の成功事例の広報

活動を強化し、固形廃棄物処理・利用を専門に行うエンジニアリング会社や運用会社

を支援・育成し、危険廃棄物汚染防止施設の専門的な運用レベルを高める。 

(4) 優位性のある中核企業群を育成し、技術力があり、管理が現代的な設備製造中核企業

と、大規模エンジニアリング設計と建設・運用可能な門サービス企業を育成していく。 
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5.日本企業が中国環境産業に参入する際の注意事項 

 

 日本と中国の環境保護分野での提携の歴史は長く、地理的・政治的な面からも日中両国

は環境貿易および環境保護技術提携分野における最良のパートナーであると言える。だが、

政府・団体間の交流も盛んではある一方で、それらが両国の有力企業間の提携促進の面に

おいて果たしている役割は未だ十分とは言えない状況にある。日本政府は日本の民間企業

が中国の環境産業市場に参入するようより積極的に働きかけても良く、日中双方は政府間

および民間の環境産業分野での提携と技術交流をさらに強化すべきである。 

日本の環境企業が中国の環境産業市場に参入する際に最も求められていることは、中国

にハイレベルの環境技術を導入することであり、戦略上、投資は必ずしも最重要事項とは

言えないであろう。中国の環境市場は対外開放されているため、市場参入の手段は市場と

技術での競争によるものになる。その中では、中国の環境産業関連団体と連絡・提携関係

を構築することも非常に重要な要素であるといえる。 

 なお、中国の環境ビジネスには、環境保護設備と環境サービス関連のビジネスのほか、

環境関連技術の移転も含まれる。これら市場は基本的には世界各国に対して開放されてお

り、特別な規制はない。その他、中国において環境ビジネスを行う際は以下を重視すべき

である。 

 ――中国の環境ビジネス市場の状況を把握する。 

 ――中国の入応札の方法と入札手順をよく理解する。 

 ――効果的なビジネス戦略と応札のための戦略をたてる。 

 

5.1 中国との貿易 

 中国政府は進んだ環境技術の移転を奨励し、中国の環境企業を育成することを図ってい

る。一方で、20万トン以下の汚水処理設備は輸入できない、といった規制も存在してはい

るが、このような制限の範囲は限定的で、基本的に中国における需要状況を反映したもの

になっている。 

 

5.2 中国への投資 

 中国政府は外国企業による中国での環境保護プロジェクトへの投資や関連企業の設立

を奨励している。 

 

認可の取得：日本国民が中国で環境保護分野での企業設立を行う場合、廃棄物の輸出入以

外、特別な許可を得る必要はない。中国の法律に基づいて通常の工商登記を行い独資また

は合弁企業を設立するだけでよい。基本的に投資目的の制限はなく、投資額も自由に決定
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することができる。ただし、投資を实行する時は、まず関連の認可や資格を事前に取得す

る必要がある。 

 

知的財産権関連の権利確保：近年、中国政府は知的財産権保護関連の法規制を強化してお

り、中国で取得した中国公民と日本国民の知的財産権は法律上同等の保護が受けられるよ

うになっている。知的財産権が侵害されるケースが発生することもあるが、どの訴訟も法

的には尊重されている。 

 

迅速なプロジェクト情報の入手：プロジェクト情報を入手するための最も効果的な方法は、

中国の環境産業市場を注意深く観察することに尽きる。中国の環境プロジェクトは数が多

く、中央政府のプロジェクトもあれば各級地方政府の環境プロジェクトもあり、国営企業

や民営企業によるプロジェクトも多数ある。プロジェクト情報を効果的に入手できるかど

うかで中国参入企業の市場運用能力が試されるとも言える。その点において、中国の環境

企業との提携は、外国の環境企業が環境保護プロジェクトに関する情報を入手するのにも

役立つものと思われる。 

 

5.2.1 プロジェクトの構築・入札 

5.2.1.1 プロジェクトの立案から实施、入札に至る流れ 

プロジェクトは中国政府のみならず、外資を含む民間企業によっても立案することがで

きるが、その際には様々な審査を経ることが必要となる。プロジェクトの規模に応じ、中

央政府と省の審査・認可が必要な基本建設プロジェクトは、5つの審査手続が必要になる。

即ち、プロジェクト提案書、F/Sレポート（入札案を含む）、基本設計、年度投資計画、

着工報告書である。この 5つの手続はすべて省の発展改革委員会に報告するか、または省

の発展改革委員会が審査した後に国家発展改革委員会に報告し、審査・認可を受けること

が義務づけられている。 

家屋の建設プロジェクトと一部の小型農業プロジェクト（水利関係は除く）、ハイテク

産業化プロジェクトの審査・認可手続については適宜簡素化が可能で、プロジェクト提案

書と F/Sレポートの 2つの審査・認可手続を一括して一つの手続にすることできる。また、

省の重点・大中型プロジェクトの中長期経計画または年度前期事業計画に組み入れられて

いるプロジェクトや、省の審査・認可が必要な基本建設プロジェクトについては、プロジ

ェクト提案書の審査・認可を省略して直接 F/S レポートを提出することができる。中国で

は、一般的な建設プロジェクトについては、政府による一連の行政審査手続が必要で、政

府の認可後に初めて实施に移されることになる。審査手続は各地で多尐異なるが、各省・

市は庁舎に窓口を設けてこれらの手続を行っている。この手続のプロセスは、俗に「手続
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きのために奔走する」とも形容され、その手続先は計画委員会・計画・建設・消防・環境

保護・省エネ・緑化・都市管理・防疫・設計図審査・物価・住宅管理などの各部門にわた

り、煩雑なプロセスになっているため、普通、各企業では専従の担当者がこの業務に当た

っている。各省・市の建設局または計画局はどこでも審査手続のフローチャートが準備さ

れており（無料で配布されるハンドブックなどを含む）、そのフローチャートに従い各種

手続をとることになる。この手続は各省・市で異なるため、本報告書では一般的紹介のみ

にとどめる。 

環境保護プロジェクトは、中国では公共事業プロジェクトに属し、各環境業界に対しそ

れぞれ異なる優遇政策をとっているため、プロジェクトの規模によってそれぞれ異なる優

遇政策を受けられる。したがって、環境プロジェクトの審査手続に入る前に、同プロジェ

クトと関係のある具体的な優遇政策についてよく調べ、建設予定プロジェクトに相応しい

審査手続を自ら計画することが必要になる。 

これらに基づきプロジェクトが批准されたのち、入札が求められる案件については入札

が实施される。一般的に国家の重大プロジェクトの入札は国務院からの授権を基に発展改

革委員会が实施する。応札者を相対的に集中させ、適度な競争があり、落札者を合理的に

分布させるという原則に基づき实施され、法に依り入札を行わなければならないプロジェ

クトの入札公告は発展改革委員会が指定した新聞やネット等のメディアに掲載される。主

な情報告知用ウェブサイトとしては中国入応札ネット（中国招投標網/www.cec.gov.cn）

がある。小型プロジェクトの入札については一元的な入札情報ウェブサイトは無く、通常

は発起機関の主導によりそのウェブサイトで情報を告知するか、または入札によらず独自

に建設業者が指定されることになる。 

 

5.2.1.2 外国企業による投資建設プロジェクト設立における審査・認可の流れ 

外国企業が対中投資を行う場合、通常、招商局・発展改革局・経済局・都市建設局・環

境保護局・国土局・工商局・技術監督局・国税局・地方税局などの政府部門での手続が必

要になる。具体的な流れは図 9に示す通りである。各政府部門それぞれの規定および時間

的な順序に基づき遂行する。図 10により詳細な投資建設プロジェクトの審査フローを示

す。 

 

図 9 プロジェクト審査のフローチャート 

 

関連資料提出（投資企業・機関） 

↓ 

 一次審査・認定（招商局） 

↓ 
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プロジェクト検討・認可（発展改革局・経済局） 

↓ 

建設計画の審査・認可（都市建設局） 

↓ 

建設用地の審査・認可（国土局） 

↓ 

出資監査または資産評価（公認会計事務所） 

↓ 

商工業営業許可証手続（商工局） 

↓ 

企業公印手続（民族事務局・公安局） 

↓ 

企業組織機構コード証手続（技術監督局） 

↓ 

口座の開設（銀行） 

↓ 

税務登記（国税局・地方税局） 

 

（出所：阿荣旗人民政府サイト 

www.arq.gov.cn/Article/Class13/tzcx/200405/79.html） 

http://www.arq.gov.cn/Article/Class13/tzcx/200405/79.html
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図 10 投資建設プロジェクト審査のフローチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：鳳陽県人民政府サイト www.fengyang.gov.cn） 
 

政務センターが

意見を調整し、

県発展改革委員

会の主導で 5 業

務日以内に県の

国土資源局・建

設局・環境保護

局が共同で实地

調査を行う。条

件に合致してい

る場合は、5 業

務日以内に発展

改革委員会がプ

ロジェクトの検

討を認可する。

→5 業務日以内

に、建設局は建

設予定地意向

書、土地範囲図

を作成、国土資

源局は土地の事

前審査をし、環

境保護局は基本

事前審査意見を

提出（川・林等

に及ぶ場合は各

行政主管部門が

初歩的意見を提

出する）。 

消防大隊が 5 営業日

以内に施工図の消防

設計に関する審査を

行い、意見書を提出

する。 

水利・農業（林業）関係部門が 7業務日以内に認可または上級に報告

する。 

気象局が 3 業務日以

内に施工図の雷防止

装置に関する審査を

行い、意見書を提出

する。 

発展改革委員会が 5 業務日以内に F/S

レポートの審査を行い、意見を書き添

えて回答する。 

投資者が

資格のあ

る機関に

卖一工事

の基本設

計を委託

する。 

建設局が 5

業務日以内

に関係部門

を召集し、

基本設計プ

ランの合同

審 査 を 行

う。合同審

査後 5 業務

日以内に会

議紀要を作

成 す る 。 

建設局が

5 業務日

以内に設

計プラン

の内部審

査 を 行

い、会議

紀要を作

成する。 

投 資 者 が

資 格 の あ

る 機 関 に

工 事 計 画

と 用 地 計

画 プ ラ ン

の 作 成 を

委託する。 

建設局が 3

業 務 日 以

内 に 建 設

用 地 計 画

許 可 証 を

交付する。 

国土資源局が土地の接収と農用地の転用

を上級に報告する。→認可後 30業務日以

内に 2 つの公告（土地接収と転出先の手

配）と 1つの登記業務（告知期間は各 15

日）を行う→2 業務日以内に土地供給プ

ランを作成し上級に報告する。回答を受

領後、①配分する。3 業務日以内に配分

決定書を提出する（土地接収補償費を納

める）②有償で土地を供給する（入札・

競売・公示）。譲渡契約を締結し法律に

基づき譲渡金および関連の税金・費用（不

動産譲渡税登記費用）を納め、3 業務日

以内に建設用地認可書の手続を行う。 

プ ロ ジ

ェ ク ト

認 可 後

の 投 資

者 に よ

る申告。

（ 企 業

概況、製

品、生産

額、税引

き 前 利

益、プロ

ジ ェ ク

ト の 規

模 ・ 機

能・建設

資金・財

源・建設

予 定 地

選 定 意

向 書 な

ど を 含

む） 

投 資 者 が

資 格 の あ

る 機 関 に

施 工 図 の

設 計 を 委

託する。 

建設局が

7業務日

以内に建

設プロジ

ェクト計

画許可証

を交付す

る。建設

局が 5業

務日以内

にプロジ

ェクト品

質監督手

続を行

い、建築

プロジェ

クト施工

許可証を

交付す

る。 

投資者が資格のある機関に

環境アセスメントを委託す

る。 

環境局が 2業務日以内に環境アセ

スメントに対して回答する（公示

時間は除く）。 
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5.2.1.3 外国企業による入札参加手順   

入札プロジェクトは「入札法」等関連規定に基づいて、審査・承認手続きを履行し、承

認を得た上で实施される。入札には公開入札と招待入札がある。公開入札とは、入札者が

公告により不特定の法人またはその他の組織を入札に招待することを指し、招待入札とは、

入札者が入札招待書という方法で特定の法人またはその他組織を入札に招待することを指

す。国務院の発展計画部門が实施を決定した国家重点プロジェクト及び省・自治区・直轄

市人民政府が实施を決定した地方重点プロジェクトが公開入札には適さない場合は、国務

院の発展計画部門または省・自治区・直轄市人民政府の承認を経て招待入札を行うことが

できる。 

応札者は入札プロジェクトを引き受ける能力を具備していなければならない。国の関連

規定で応札者の資格条件が規定されているか、または入札書類に応札者の資格条件に関す

る規定がある場合、応札者は規定の資格条件を具備していなければならない。応札者は入

札書類の要件に基づき応札書類を作成しなければならず、応札書類は入札書類に提示され

ている实質的な要件及び条件に対応していなければならない。入札プロジェクトが建設施

工に関するものである場合、応札書類には、派遣予定のプロジェクト責任者及び主要技術

者の履歴書、業績及び入札プロジェクトを完成させるために使用予定の機械設備等が含ま

れていなければならない。 

応札者は入札書類で要求されている提出締め切りまでに応札書類を入札場所に送達しな

ければならず、応札者が 3人以下の場合、改めて入札が实施される。応札書類のうち締め

切り後に送達されたものについては、その受領は拒否される。 

二つ以上の法人またはその他の組織が一つの連合体を構成し、一応札者として共同で応

札することもできるが、連合体の各者ともに入札プロジェクトを引き受けるだけの能力を

具備している必要があり、国の関連規定または入札書類で応札者の資格条件について規定

されている場合は、連合体の各者ともに相応の資格条件を具備していなければならない。

同一の専門機関が組織した連合体については、資質等級の低い機関のそれを以って資質等

級が確定される。連合体の各者は共同で応札協議書を締結し、各者が引き受ける予定の業

務と責任を明確に約定するとともに、その共同応札協議書を応札書類とともに入札募集者

に提出する必要がある。連合体が落札した場合、連合体の各者は共同で入札者と契約書を

締結し、落札プロジェクトについて入札者に対し連帯責任を負うことになる。なお、入札

者は応札者に対し連合体を組織して共同で応札するように強制してはならず、応札者間の

競争を制限してはならない、とされている。 
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開札会は入札者が主催し、全ての応札者が招待される。入札評価は入札者が法に依り組

織した入札評価委員会が担当する。法に依り入札が義務づけられているプロジェクトにつ

いては、入札評価委員会は入札者の代表と関連技術・経済分野の専門家によって 5人以上

の奇数で組織される。そのうち技術・経済分野の専門家は、構成員総数の 3分の 2を下回

ってはならないとされている。 

落札者の応札は下記の条件の一つに合致していなければならない。 

(1)入札書類で規定されている各項の総合評価基準を最大限満たすことができる。 

(2)入札書類の实質的な要件を満たすことができ、かつ評価審査を経た応札価格が最低であ

る。ただし、応札価格が原価を下回る場合は除く。 

落札者が確定した後、入札者は落札者に対し落札通知書を送付すると同時に、落札でき

なかった全ての応札者に落札結果を通知する。落札通知書は入札者及び落札者に対し法的

効力を有する。落札通知書の送付後に入札募集者が落札結果を変更した場合、または落札

者がプロジェクトを放棄した場合は、法に依り法律責任を負わなければならない。 

入札者と落札者は落札通知書の発行日から 30 日以内に、入札書類及び落札者の応札書類

に基づき契約書を締結する。入札者と落札者は、契約の实質的な内容に反するその他の協

議書を締結してはならない。入札書類により落札者に対し約定履行のための保証金の支払

いが要求されている場合、落札者はそれを支払わなければならない。法に依り入札が義務

づけられているプロジェクトについては、入札者は落札者確定日から 15日以内に、関連の

行政監督部門に入・応札の状況に関する報告書を提出しなければならない。 

落札者は契約書の約定に従って義務を履行し、落札プロジェクトを完成させなければな

らない。落札者は他人に落札プロジェクトを譲渡してはならず、また落札プロジェクトを

分割して他人に譲渡してはならない。一方で、落札者は契約書の約定によるか、または入

札者の同意を経て、落札プロジェクトの一部の非主体業務と非重要業務を他人に下請させ

て完成させることができる。下請者は相応の資格条件を具備しているものとし、再下請を

行ってはならない。落札者は下請プロジェクトについて入札者に対し責任を負い、下請者

は下請プロジェクトについて連帯責任を負わなければならない。  

 

5.3 環境技術基準によって優遇されている環境製品の審査・認可 

中国の環境製品は、中央政府が公布した製品品質基準に基づき、相応の優遇政策を受け

ることができる。 

現在、環境商品に関する国際的な統一定義がないため、環境保護を目的とした製品の中

国での輸出入においては一般的な審査・認可手続が必要になるが、その際には相応の関連
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優遇政策によって優遇を受けることができる。そのためには自ら申請せねばならないが、

そこには優遇政策に関する情報の偏りという問題があり、優遇政策が享受できるか否かは

貿易会社如何に懸っている。貿易会社が優遇政策に関する情報をつかんでいる場合にはそ

れを享受できるが、そうでない場合には環境保護目的の製品に対して設けられた優遇政策

を受ける機会を逃すことになる。適宜政府の関連政策動向を注視し、製品の輸出入方案を

調整すべきである。さまざまな優遇政策を基に、一般の輸出入手続きを参考にしつつ、自

ら取扱製品の輸出入手続きを調整することで、コストを削減し、利益の最大化を図るべき

である。 
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6.日系企業進出事例紹介 

6.1 北京中日聯節能環保工程技術有限公司 

NEDO事業を活用し、コークス乾式消火設備（CDQ）の販売を全国に拡大 

（インタビュー先：総経理 大庭 泰 氏、総経理助理 小切山 正 氏） 

 

【要旨】 

 コークス乾式消火設備（以下、CDQ）を中国に販売するべく、新日本製鐵株式会社（以下、

新日鉄）が NEDOに CDQプロジェクトを提案。首都鋼鉄とのモデル事業が立ち上がった。2003

年に新日鉄は首都鋼鉄と合弁会社「北京中日聯節能環保工程技術有限公司」を設立。その

後 2007年に温家宝首相が「省エネ･環境保護の徹底」に関する講話を行うと、CDQの需要が

急速に拡大。鞍山鋼鉄などライバルはいるものの、品質の高さで売上を伸ばしている。現

在は沿海部に大型コークス炉が建設されており、そこに日本でも製造経験のない大きさの

CDQを設計・販売していく予定。 

 

＜進出の経緯＞ 

・ 1996 年、新日鉄は中国において CDQをビジネス化するため NEDOのモデル事業に申請。

このモデル事業が他の鉄鋼メーカーの注目するところとなり、2003年に首都鋼鉄との合

弁会社である北京中日聯節能環保工程技術有限公司を設立。CDQ ビジネスがスタートし

た。 

・ 2004年、中国コークス協会の業界通達により、新しいコークス炉を建設する場合および

拡張する際には CDQを設置することが義務付けられた。2007年に温家宝首相が省エネ・

環境保護の徹底を発表。省政府にも省エネ・環境保護の担当部署が設けられた。 

・ CDQ の設置は生産増加に寄与しないため、鉄鋼企業の多くは敶地だけを確保し、实際は

CDQ を設置していなかった。しかし、温首相の発言を契機に中国の省エネ・環境保護の

意識は高まり、ビジネスが本格化した。同社の従業員は 2007年の 50名程度から、現在

は 90名に増加している。 

・ 新日鉄は 1980 年代に宝山鋼鉄に CDQ を導入した。その際、設計図が鞍山鋼鉄に渡り、

彼らが中国でビジネスを始めたことから、新日鉄も本格的に中国進出することを決意。

NEDO事業に申請した。 
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＜CDQのメリット＞ 

・ そもそもコークスとは、石炭を酸素のない状態で温度を上げ、炭化したもの。加温温度

は 1,200度に達し（これを赤熱コークスという）ており、冷却して使用される。中国で

は冷却方法として大量の水を使用していた。 

・ CDQ とは水ではなく窒素で冷やし、発生した蒸気を用い発電することである。仕組みは、

高温が窒素に伝導し、温度の上がった窒素をボイラーに移し蒸気を発生させる。その熱

を活用してタービンを動かし発電するというもの。熱回収率は 83～85％に達する。 

・ CDQ の主なメリットは①大量の熱を用い、発電できること、②コークスの強度が増すこ

と、③水による冷却の場合に発生する汚染物資を含んだ粉塵を窒素冷却の場合、飛散し

ないこと、④水が節約できることである。 

 

＜合弁パートナーの重要性＞ 

・ 新日鉄の合弁先である首都鋼鉄は 1911 年に設立された北京市傘下の国有企業である。

NEDO事業で推薦されたパートナー候補の中で、導入に最も熱心な企業であった。 

・ 外国企業が卖独で中国政府および企業を相手にビジネスを展開するのは難しいので、

NEDO のモデル事業を通じてパートナー選びを行った。現在の出資比率は日本側 60％、

首都鋼鉄 40％である。 

・ 中国の場合、プラント設計を行うのは「設計院」であり、「設計院」が設計して製造を

委託するのが伝統的なやり方。現在も同事業への参入には資格が必要であるが、伝統上

「設計院」がその資格を持っていることが多い。首都鋼鉄は設計および建設など関連す

る資格をすべて持っている。外資系企業は資格認可を得ることが難しいため、独資化は

考えていない。 

 

＜課題など＞ 

・ 今では CDQが普及し、導入する鉄鋼メーカーはあと 100社くらいになっている。今後３

～5 年で CDQのビジネスはなくなるだろう。新しいビジネスを立ち上げる必要がある。

ただ金融危機で企業業績が低迷しているので、導入スピードが落ち、ビジネスできる期

間が延びる可能性もある。ちなみに 2008年の売上は 4.7億元（受注ベース）。2009年

は４億元を目標。 

・ 顧実が従来の大手中心から中堅クラスの鉄鋼企業になってきたことで、代金回収が厳し

くなっている。しかも原材料、部品などのサプライヤーも当社からの支払延期を受け付
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けなくなっており、キャッシュフローは苦しくなっている。 

・ 知的財産の問題も大きい。設計だけを行うと図面を施工業者に引き渡すことになるため、

設計だけでなく建設工事も行い、図面の流失を防いでいる。また、第３者監督機関が工

程管理のため工事には立ち会う。このとき、図面を渡す必要があるが、監督機関には設

計図ではなく施工図を提供している。生産設計図はどこにも出していない。業者に渡さ

なければいけない時は各業者の必要な部分だけを分割して渡している。 
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6.2 富士施楽愛科制造(蘇州)有限公司 

CSRの一環として、中国全土から使用済み富士ゼロックス社商品の回収、再利用を推進 

（インタビュー先：総経理 大竹 雄二 氏） 

 

【要旨】 

中国全土で発生した使用済みの富士ゼロックス製品の回収・再利用を目的に 2008年 1月

より開業。これにより、富士ゼロックス社全体のリサイクル方針に沿って 2000年に日本、

2004年にアジア太平洋地域で構築された資源循環システムが、中国国内向けに新たに構築

されつつある。 

 

＜取り組みの状況＞ 

・ 同社は中国全土で発生した使用済みの富士ゼロックス製品（複写機やカートリッジな

ど）の回収・再利用を目的に、独資企業として 2006年に設立、2008年 1月に開業した。

これにより、富士ゼロックス社全体のリサイクル方針に沿って 2000 年に日本、2004年

にアジア太平洋地域で構築された資源循環システムが、中国国内向けに新たに構築され

つつある。 

・ 中国における富士ゼロックスの使用済み商品は、販売会社が回収して同社に集積させ、

同社がデータベースでそれら商品を管理しつつ、分解・分別し、リサイクルパートナー

に処理を委託するなどの処置をとっている。同社を蘇州市に設置したのは、消費地に近

く（北京と上海の中間）、周辺にリサイクル業者の集積があるためでもある。 

・ 商品の回収については、現在、北京、上海、広州を主な対象地域としており、全体の 6

～7 割を占めている。現段階でチベット以外の各省からの回収实績があるが、まだ回収

率は低い。元々中国には使用済み製品を有価物として回収するルートがあるため、それ

ら既得権との兼ね合いがある。現在、運送費や奨励金も出しつつ、より多くの販売会社

が取り組みに参画するよう要請しているが、既存のルートの方が高く売ることが出来て

しまう。同社としては、各販売会社が同社のコンセプトに共感してもらえることを期待

している。 

・ 同社に着いた商品はＤＢにより 99.99％厳密なケアをしている。完全手作業で分解・分

別の上、リサイクルやリユースに活用している。 

・ リサイクルパートナーに処理を依頼する際にも、厳密なマニフェスト管理を行っている。

厳密な管理をしている関係上、提携先は自然と日系企業が多くなっている。 
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＜今後における課題＞ 

・ まずは回収促進に向けて販売会社網の開拓を地道に進める。既存の状況では有価物はな

かなか戻ってこず、カートリッジは独自につめかえられ、再利用されてしまうこともあ

る。 

・ 同社としては、製品を販売し、再資源化するまでが富士ゼロックスのメーカーとしての

責任だと考えている。中国ではまだ取り組みは始まったばかりであり、これからだと考

えている。流通させた製品を回収するシステムの構築を含めて、他のメーカーとも一緒

に考えていきたいと考えている。 

・ 同社で生産した製品は、基本的に新商品を開発した際と同様のシステムで品質を保証し、

新品同様に販売している。それでも中国企業側には中古品扱いされてしまう懸念もある。

広報展開を含めてこの払しょくを目指したい。 
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6.3 京瓷（天津）商貿有限公司 

電化援助事業の实績から中国市場開拓を進める 

（インタビュー先：太陽能事業部長 小北 晴夫 氏） 

 

【要旨】 

1980年代、京セラは中国の無電化地域への無償援助案件を皮切りに中国における太陽光

発電システムを導入。1990年代、NEDOによる西部地域への「中国地域適用型太陽光発電シ

ステム事業」に参画し中国国内の認知度が高まる。2003年に合弁会社を天津に設立、各地

の販売店とのネットワークを活かし各入札に積極的に参加。原材料から最終製品およびメ

ンテナンスまでの一貫したシステムサービス体制を構築し、新エネルギーの主役である太

陽光発電の普及を図る。 

 

＜進出の経緯＞ 

・ 1985 年 10 月、稲盛現名誉会長の指導の下、中国甘粛省園子郷という 131 戸、700 人の

無電化村に 10ｋW 太陽光発電村落電化システムを寄贈。その後、NEDO 事業に参画し西部

地域（新疆、雲单、甘粛、青海など）に太陽光発電村落電化システムを導入。電気のな

い地方が電化されたということで、中央、地方政府および住民からも暖かく迎えられた。 

・ 中国における太陽光発電の技術基準の一部は、NEDO 事業がベースになっている。また、

太陽電池モジュールの性能測定機器を中国科学院電工研究所に寄付するなど中国の検

査基準にも役立っている。 

・ 2003年に中国において京セラ製品を販売する総合販売会社「京セラ（天津）商貿有限公

司」と太陽電池モジュールの組立工場「京セラ（天津）太陽能有限公司」を天津市一軽

集団との合弁にて設立。80年代の無償援助および90年代の NEDO事業参画の实績もあり、

中国の太陽光発電業界では「京セラが帰ってきた」といわれるほどスムーズに受け入れ

られた。 

・ 中国では、現在太陽光発電普及の為の支援制度が進められており、近い将来の市場拡大

を見据え、現状の生産規模を 4 倍に拡張する計画を進ており、新工場は 2010 年春に稼

働予定。生産能力は現状の年産 6 万 kw から 24 万 kw へと段階的に増産を進める計画で

ある。 
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＜中国競合企業との差別化＞ 

・ 京セラの太陽電池セルの生産能力は世界第 4～5 位といったところだが、原材料からモ

ジュールまで一貫生産しているのが京セラの強み。高効率化と品質の安定化には一貫生

産の強みが発揮される。 

・ サンテックなどの中国メーカーはウェハー、もしくはセル以降、モジュールまでを組み

立てており、川上分野の生産技術はない。いわば、モジュールの組み立て販売のみを实

施している。一方、京セラは、セルまでの川上工程は日本で行い、後工程の組み立てを

中国で行っている。市場ごとに組立工場があり、アジア市場は中国、欧州市場はチェコ、

米市場はメキシコが中心。日本では三重県伊勢市で行っている。 

・ 中国太陽電池メーカーは 2000年以降に市場参入した。同社の太陽電池事業は 1975年に

始まり 35年目となる。中国での事業は 1980年代からの实績もあり、高い信頼を得てい

る。これは東单アジア、アフリカなどの無電化地域でも同様で、認知度は高い。 

・ 中国政府からは中国国内メーカーと同等の扱いを受けている。この分野においては保護

主義的な扱いはなく、モジュールの生産地点が中国国内であれば中国産と認められる。 

・ 技術流出は、パネル製造装置メーカー等から起きる。中国メーカーは主に海外の製造装

置メーカーから設備と人材を調達する事で生産は拡大している。独自技術が乏しく、基

礎研究開発分野においては課題がある。 

 

＜中国の市場規模＞ 

・ 中国の太陽光発電の市場規模は、2008年が 40メガワット程度。累計でも 140メガワッ

トしかない。これは日本の 1年分にも満たない。2010年までに累計で 300メガワットに

まで拡大する予定。市場としては西部地域を中心に、大型発電所への導入を進めていく

ことと、都市部ビル等への BIPVが主要プロジェクト。 

・ 日本市場は2009年に200億円の補助予算がつく予定。住宅用の10万件程度に相当する。

350～400 メガワットの市場規模がある。中国市場はこれからの発展が期待されている。

2010年以降には高額買取（フィードインタリフ）を導入するだろう。 

・ 金融危機の影響で EU 市場の需要が落ちている。中国メーカーは 97％を輸出している。

主な市場はドイツとスペイン。これまで輸出していた太陽電池モジュールを国内に回し

てきているため、競争が激しくなっている。350社あった中国メーカーは今や 50社程度

に減尐したといわれている。 

・ 現在はバブルがはじけた状況にある。これまでは設備を購入しモジュールを組み立てて

いれば利益が上がっていたが、外資、中国メーカーともに厳しい状況。中国メーカーは
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中国市場において廉価販売が続いている。そもそも市場が小さいため混乱している。 

・  

＜入札のポイントおよび課題など＞ 

・ 主な顧実は中国移動、中国電信などの通信会社。基地局の電源として活用されている。

これらはすべて入札である。 

・ 入札の条件は価格評価と技術評価。入札のポイントは技術力である。入札には通信市場

で实績のある中国企業（販売店）と連携し参加している。同社が提携している中国企業

が各地域にあり、プロジェクト实施地域の中国企業と連携している。 

・ 中国企業は地元にさまざまなコネクションがあるので、中国企業の販売店と連携してい

る。同社は販売店に技術的なサポートおよび技術教育を行い、太陽光発電システムによ

って生み出される電力の品質保持に努めている。通信分野では信頼性が重要だというコ

ンセンサスがあり、实績がものをいう。「西気東輸」、「青蔵鉄道」入札にも参加して

いる。 

・ 太陽電池モジュールの性能を活かし、高効率な発電をするためには周辺機器の性能も重

要。太陽電池のクオリティーだけでは、発電の高いクオリティーは維持できない。一貫

したシステムの構築とサービスを提供して初めて、同社の太陽電池モジュールの高いポ

テンシャルが発揮できる。価格競争に巻き込まれては勝ち目はない。 

・ その意味において、提携中国企業（販売店）への技術サポートおよび技術教育は重要で、

パートナー（販売店）といかに共生できるかがカギとなっている。これが同社のスタン

スの独自性といえる。 

・ 中国は広大であり各地域の販売店と協力しなければカバーしきれない。ネットワーク構

築が重要である。 

・ 太陽光発電システムを導入普及させていくためには、システム一貫型ビジネスでなくて

はならない。太陽電池卖品で販売した場合、システム設計、施工能力等の問題で、ある

べき性能が発揮できず、太陽光発電自体が「その程度か」と誤解を受ける可能性がある。

中国における太陽光発電は、新エネルギー源としての導入段階であり、实証实験により

技術基準とシステム技術の構築が必要である。 

・ 太陽光発電システムを販売する場合、太陽電池モジュール、周辺機器の品質はもちろん

の事、高品質なシステム設計と施工そしてメンテナンスが重要である。これにより最終

ユーザーに満足頂き正常かつ継続的な普及拡大が可能となる。 
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6.4 三菱電機（中国）有限公司 

 

パートナーと時機に恵まれ、中水化設備の現地化に向けた研究と成約を实現 

（インタビュー先：研究開発推進审 审長・工学博士 廣辻 淳二 氏） 

 

【要旨】 

 中国側研究者との長期の交流を通じて事業化に向けたシーズを発掘し、自社が強みを持

つ技術と組み合わせたビジネスプラン（オゾン発生器を用いた下水の中水化プラン）を形

成。同プランの实現に向け、NEDOの提案公募型開発支援研究協力事業を活用し、中国側研

究者・ユーザーとの連携の基で設備の現地化を進めた。その後、折しもオリンピックを目

前に控えた北京市の環境整備促進の流れに乗り、市政府等による同設備の購入につなげて

いった。 

 

＜事業推進の経緯＞ 

・ 1998 年当時、中国における人件費の安さ（日本の約 1/10）に魅力を感じ、中国の大学

と環境をテーマとする共同研究を開始。 

・ 当初 2年間はうまくいかず、無駄に終わった。背景に日中間の考え方、価値観の相違が

あった。中国の大学では、良いプロジェクトを獲得することや良い雑誌に論文を書くこ

とが尊ばれた。そのため、金額も小さく、論文も書けないプロジェクトは喜ばれなかっ

た。 

・ 転機は意向が合う中国科学院の中国人研究者との出会い。この研究者には日本での留学

経験があり、「今後は環境」「お金は重要ではない」という考えがあった。同氏と無償

ベースでの共同研究を開始し、「細く長い」関係を維持。この関係構築から 3～4 年を

経て、偶然「これは」と思われるテーマに巡り合った。この解決に向け、NEDOに案件申

請を行った。 

・ 中国では降雤量が尐なく、水資源の確保が重要課題。水資源が豊富な日本と異なり、北

京市での水利用の 50％は再利用によるもの。廃水を繰り返し使用するなかで、環境ホル

モン等当時中国であまり知られていない有害物質が処理しきれずに中水に混入する可

能性を懸念した。一方、三菱電機自身はオゾン発生器分野で、ニッチかつ小さな事業分

野ではあるが、世界的な知名度を持つ。この 2つを組み合わせ、中水化において日本の

技術で貢献し得る案件を創出した。当時、中国側では「オゾンによる水処理は高コスト
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なので中国では使えない」と認識されていたが、三菱電機としては、「高価であっても、

高い分解力を持つオゾンでの水処理にはニーズがある」と考えていた。また、排水の量

は人口に比例することから、中国に日本の 10倍となる市場も期待した。 

・ オゾンで水処理を行う手法は、中国側でも理論的には認知されてはいたが、实際に实証

されたものを見たことがある研究者、ユーザーはほぼ皆無という状態であった。そこで

NEDOの提案公募型開発支援研究協力事業を活用して、北京市の酒仙橋下水処理場内にモ

デルプラント(処理水量：500m3/日)を設置し、2年間（05年～06年）の研究協力を通じ

て、オゾン処理後の中水水質、特に安全性向上の観点から現地化に向けた調整・实証を

行った。 

 

＜中国側パートナーの重要性＞ 

・ 本案件における中国側パートナーは、研究機関やユーザー（中国科学院、北京大学、北

京市下水道局）。研究や広報の面で中国側パートナーの存在は欠かせないものであった。 

・ 研究面について言えば、排水の質は日中間で異なる。そのため、日本の環境技術を中国

に導入するには、实際に中国にて装置を運用し、パラメーターを設定し、効果を計るな

どの現地化作業が必要になる。水温の変化により処理性能も変動するため、1 年間は継

続する必要がある。これは例え NEDO からの資金援助があっても、日本企業 1 社では継

続できない。かつ、日中間では各事象に対する判断基準、価値観も異なる。現地の感覚

に合わせるためにも、現地の協力が必要であった。 

・ 広報面について言えば、中国側にとっては「日本製品は優れている」という認識はあっ

ても、中国人が中国語で効果を説明する方が、日本人が行うより説得力があり、理解も

してもらえる。かつ、本案件の締めくくりとして实施した結果報告会においては、パー

トナーの尽力で中国建設部の幹部や排水公司のトップにも参加してもらえた。これらは

人脈を持つ中国側パートナーがいたからこそ、できたことであった。 

 

＜その後の事業展開、課題など＞ 

・ NEDOの提案公募型開発支援研究協力事業については、研究費を提供してもらえる点が大

きな魅力であった。また、申請に先立ち、事業化のためにはユーザー側の視点、評価も

必要である点を考慮して北京市下水道局にもパートナーとして参画してもらうことに

するなど、事業化に向けた具体化が進んだ。案件申請は事業化促進の契機ともなった。 

・ 研究にあたって、ハードの中心部分は日本から提供し、中国側研究者は汚染物質の処理

方法、効果測定等データの収集を实施。研究はイノベーティブなものではなく、新たに
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発生した知的財産権の配分を巡って面倒なトラブルが起きる類のものではなかった。 

・ 偶然、同時期には、北京市においてもオリンピックを前に水処理施設の導入が検討され

ていた。この背景が、同設備がオリンピック公園での中水処理に採用されるとともに、

北京市を流れる清河や北小河での下水処理施設にも導入されることにもつながった。こ

れらは、本案件が北京市内の下水処理場で实施されていたため、市政関係者の目にも留

まることになったことによるものと思われる。このような先端技術案件を積極的に導入

する契機となった点で、オリンピックは日中の環境産業関係者双方にとっても有益な機

会であったとも言える。 

・ その後、同設備は、主に能力向上を要する既存の下水処理場を対象に、三菱電機が独自

に日本から輸入し、販売している。環境ビジネスは社会的な必要性・合意を背景にして

育つものであるため、進めにくいビジネスである。今後は、北京、上海、浙江省をター

ゲットとしつつ、独自に製品開発を進めていく必要があると考えている。 

・ 中国環境ビジネスに関して、環境製品は性能が悪くとも大きさや時間でそれをカバーで

きてしまうことが往々にある。そのため、80～90点のものであれば中国企業でも出来て

しまうことが多い。よって、世界的に見ても優れた製品でないと中国市場で優位性を得

ることは困難と思われる。日本企業にとって中国における環境ビジネスのハードルは高

い。まして、導入に当たっては实証活動が必要となるし、その上で全体でのコスト回収

を図らねばならない点を考慮する必要がある。 
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6.5 安徽海螺川崎工程有限公司、安徽海螺川崎節能設備制造有限公司 

 

パートナーと時機にも恵まれ、セメント排熱発電設備の中国展開を順調に展開 

（インタビュー先： 安徽海螺川崎工程有限公司 総経理 永迫 浩久 氏 

安徽海螺川崎節能設備製造有限公司 総経理 関 和幸 氏） 

【要旨】 

 日本側親会社（カワサキプラントシステムズ、以下「同社」）は、自社が保有するセメ

ント排熱発電技術の活用の場を世界に求め、NEDOのモデル事業に応募。その際の中国側パ

ートナー(設備設置先)である海螺集団にその性能を高く評価されるとともに、折しも中国

全体においても環境省エネ推進が本格化したことから、同集団と合弁会社を設立。中国の

セメント企業を対象に、同設備の製造・エンジニアリングビジネスを積極的に展開してい

る。 

 

＜進出の経緯＞ 

・ セメント排熱発電は日本では 1980 年代の技術。日本の工場では概ね設置が完了してし

まったことを受け、日本最大手であった同社は海外からの受注拡大を指向していた。 

・ 上記の一環として、NEDOの省エネモデル事業に応募。採択され、1995年に NEDOと中国

の発展改革委員会の間でモデル事業に関する覚書調印がなされた。 

・ モデル事業具体化のため、発展改革委員会はモデル設備の設置先候補として中国企業 3

～4 社を推薦。各社インタビューの上、寧国セメント（現在の海螺集団(以下、コンチ)

となる）がパートナーとして選定された。安徽省の国有企業であった寧国セメントの

1995年当時のセメント生産量は 120万トン程度であったが、その後、コンチとなって中

国業界内トップ企業に成長(2008年現在の生産量は１億トン)。 

・ プロジェクトは 1998 年に終了したが、当初は商業ベースでの普及はなかなか進まなか

った。一方で、導入された設備の性能を評価したコンチは、同社にコンチが所有する 11

工場への設備導入を依頼。2005 年に契約を締結し、2006 年には第 1 号プラントが稼動

を開始した。 

・ これと同時並行の形で、ビジネス環境にも転機が訪れた。中国では 2004 年ごろからセ

メント排熱発電ブームが起こった。同社は中国の「第 11 次 5 カ年計画」による影響が

大きかったと推測している。さらに一定規模のキルンには必ず排熱発電設備を取り付け

ることが義務付けられるなど、中国政府によるインセンティブや規制・指導が働き始め
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た。 

・ これらを背景に、コンチより共同による中国ビジネス展開の提案を受け、2006年にエン

ジニアリング会社である安徽海螺川崎工程有限公司（以下、ACK）、2007 年にボイラー

等を製造する安徽海螺川崎節能設備制造有限公司（以下、CKM）を相次いで設立した。

これによってボイラー製造を含めた EPC業務遂行体制（設計から建設までを一貫して行

う体制）が確立された。 

 

＜提携先の重要性＞ 

・ コンチは設備 11 基を導入する際に、同社が作成した機器仕様を基にポンプ、バルブ等

部材を現地手配した实績があり、これによって関連のノウハウを蓄積していた。一方で、

同社は、中国でのビジネス展開においては競合が激化していくとし、ビジネススタイル

として現地生産化を進める方向で考え、当時既に業界一位の企業となっていたコンチと

組むことを決断した。 

・ 日中間の出資比率は ACK、CKM ともに 1：1。管理(マネジメントや人事を含む)と設計部

門は日本が管理者を出し、営業と工程(部品購入等)は現地に精通するコンチが管理者を

出すという、お互いの強みを活かしあうウィンウィンの関係を築いている。 

・ 競合企業は数社存在しているが、ACK は件数ベースで全体の 3～4 割、累計ベースで 90

数件/300件を獲得しており、シェアとしては業界トップ。同累計件数のうち、コンチか

らの受注は 3割を占めている。 

・ 好調なビジネス展開の背景は、コンチへの導入实績と、既納入設備の性能面での優位性、

及び完全な現地化をしている点が挙げられる。特に中国では实績が非常に重要視され、

その点でビジネスの初期において实績の蓄積につなげてくれた点でも、コンチの成長過

程に於いてビジネスのパートナーシップを構築できた事が成功の一因である。 

・ 中国におけるセメント排熱発電導入は世界的にみても拡大のペースが極めて速く、これ

には政策による後押しが大きな影響を与えている。導入に様々なインセンティブを与え

つつ、一定以上の規模のキルンに対しては設置を義務付け、小さいキルンは淘汰し、古

い施設には追加設置を進め、新設に際しては同時併設を進めている。この分野は「第 11

次 5カ年計画」における十大省エネ事業の 1つに数えられてもいる。 

 

＜今後の事業展開の方向性と課題＞ 

・ 中国においては、品質の良し悪しを別とすれば全ての環境製品があるため、成約の可否

は顧実の価値基準次第となる。良いものでも顧実のニーズ、評価基準に合わないと思え
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ば買わない。かつ、環境設備の導入は国策として進められているが、とにかく購入だけ

しておけば良いと思われているふしがある。さらには、１つの製品を出すと見よう見ま

ねで様々な模倣品も出てくる。知的財産権は抑えつつもそれら模倣品に技術力面、品質

面でいかに打ち勝つかがカギになると考えている。そのため、自社技術のさらなる向上

に努めている。 

・ さらなる展開としては、コンチとの連携の基で進めやすい関連他分野の開拓をさらに進

め、その次にプラスアルファの分野を開拓していく順番で考えている。同社がエンジニ

アリング事業に携わる中で獲得した技術の中で、中国で使用できるものを順次投入して

いく。 

・ CKM では設立当初より中国においてより省エネ化が可能となるミルの生産も開始してい

る。次の展開としては、コンチが所有しているセメントプラントと融合した都市ごみ処

理、汚泥処理ビジネスへの参入を模索している。 
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6.6 蘇州同和資源総合利用有限公司 

地場企業と競合しつつ、信頼性を重視した廃棄物処理ビジネスを展開 

（インタビュー先：蘇州同和資源総合利用有限公司 董事長・総経理 荒木 清史 氏） 

 

【要旨】 

 中国における環境への取り組み強化をビジネスチャンスと捉え、2003年に江蘇省蘇州市

に進出。悪質業者を許容するビジネス環境に苦慮しつつも「信頼、安全、安心」をモット

ーに積極的にリサイクル事業を展開している。 

 

＜企業の概要＞ 

・ 同社は貴金属リサイクル、電子基板などの廃棄物処理事業に携わる合弁企業として 2003

年に設立された。日本側親会社は DOWAエコシステム株式会社。 

・ 当時、地場の処理業者のレベルは低く、資源回収率も低かった。そのため、今後は規制

が強化され、リサイクルがトレンドになると考え進出。 

・ 蘇州市高新区に多くの日系企業が集積していたので、尐なくともそれら企業からの廃棄

物回収が可能だろうという期待の下、同区に進出した。日系企業であれば処理費用が高

くとも内容を評価してくれるだろうとの思惑があった。 

・ シアンを扱える資格を持つのは日系企業では同社のみ（扱うには公安部安全管理局によ

る使用許可が必要であるが、無許可のまま取り扱う地場企業も存在すると聞く）。蘇州

市環境保護局からは、家電リサイクル企業としての第 1号認可も取得している。 

・ 2004 年に湿式棟、2005年に乾式棟を設置。2009年には家電リサイクル工場を設けてい

る。集荷量に合わせ 随時追加建設を实施する予定。 

・ 廃棄物は、顧実から持ち込まれる電子基板や同部品が中心。金を使用していない廃棄物

であれば、乾式で処理し銅原料として回収している。 

 

＜同社の強み＞ 

・ 現在、廃棄物集荷の 80%が蘇州、無錫地区の日系企業からのものであるが、移動許可が

認可されにくいとされる他省の企業や尐数ながら台湾系企業（主に上場大手）の顧実も

獲得している。 

・ 同社が評価されているポイントは、適正な評価と環境を考慮した適正処理という点にあ

る。 



 

Copyright © 2009 JETRO.  All rights reserved. 

 

80 

・ 顧実は工場で生じた不良品や材料の残りを廃棄物として持ち込むが、悪質業者の場合、

それら部品を横流ししてしまう。万一その部品で事故が起こるとメーカー（顧実）の責

任になり、検査で不良品をはじいた意味がなくなってしまう。その点、同社は破砕等に

より機能破壊する約束で引き取っている。顧実によっては貴金属の回収はすべてを任せ

るが、機能破壊だけは見届けて帰るところもある。 

・ 顧実側担当者（廃棄物の売り付け担当者）は半年に 1度程度変更になることが多い。こ

れは顧実側分析担当者および処理業者とがグルになり、廃棄物の販売価格をピンはねす

ることを警戒するためである。そのため、販売価格の基準となる貴金属の分析機器等の

使い方を 1から教え直す必要もよく生じる。こうした中で、同社は信用できる分析も売

りとしている。 

 

＜ビジネスの現状と家電分野への期待＞ 

・ 乾式の投資額が大きい一方で、現在、乾式は 2か月に一度回る程度であり、充分に稼働

していない。 

・ その分、今般（2009 年に）リサイクルに関する条例が公布された家電分野に期待してい

る。ただし、現状において、家電はリアカーで玄関先まで訪問・有価にて購入回収され、

修理・再生されている。同社はマテリアルリサイクリングをしているため、これら再生

業者とは競争にならないと考えている。 

・ 現在、蘇州市の大手銀行から ATMや PC、クーラーを引き取っている。機密漏洩防止の観

点から、同社のデータ消去サービスは、好評である。DVD プレーヤー、テレビ、電話、

携帯電話等家電の回収も開始していく方針。今後は政府機関と協力しての一般家庭から

の回収に向けたシステム作りが課題になろう。 

 

＜リサイクルビジネスにおける課題＞ 

・ 廃家電等のリサイクルについて、市民の意識や習慣が、部品のリユースや高値販売とい

った面に強く向いているため、貴金属の回収や二次汚染防止という面では、さらなる啓

蒙が必要。 

・ 中国では廃棄物の移動に際して、出し元、受け元で地方当局の許可が必要となるが、地

域をまたぐ手続きには時間がかかる。北京市から蘇州市の場合、書類の流れは「区→北

京市→单京市→蘇州市→高新区までの各環境保護局→同社」となる。 

・ 地場企業には 2次燃焼炉を使っていないところもある。湿式処理においても金だけ回収

して後は廃棄してしまうこともあると聞く。その分コストが抑えられ、廃棄物を高く購
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入できるので、厳格な処理を行う企業はこれら地場企業と比して相対的に不利になる。

同社においても、地場企業に見積もり競争に負けてしまうため、廃棄物の収集には限界

が生じている。今後、取締りがさらに強化され、不適正な施設が淘汰されれば、参入の

余地がより広がるものと見ている。 

・ 保税品を中国国内でリサイクルしようとすると、税関への説明、手冊の消し込み、増値

税の負担など、排出企業への負荷が相当なものとなってしまう。 

・ 「廃電器電子製品回収処理管理条例」が 2011 年 1月より本格施行されるため、それに

向けての社内体制整備（設備、人員、集荷等）をスピードを上げて实施する。 

 

＜土壌汚染分析ビジネス＞ 

・ 4 年ほど前から、年 4 回前後のペースで日本企業から土壌の検査依頼が来ている。土地

を購入したものの、その土地が汚染されていたら自分の責任になることを恐れてのこと。 

・ 土壌浄化事業は、ニーズはあるものの関連の法規制がない状態。实際に汚染が判明した

場合、誰が浄化費用を負担するのか、という課題が残る。 
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6.7 日揮株式会社 

 

エンジニアリング会社としての強みを活かし、日本の国内技術を中国に導入 

（インタビュー先： 日揮株式会社北京事務所 首席代表 笹原勉 氏） 

 

【要旨】 

 エンジニアリング会社である同社は、業務多角化の一環として中国環境ビジネスに参入。

エンジニアリング会社の強みである技術発掘能力、プロジェクト組成能力を活かして、日

本の関連技術を中国の環境ビジネスに結び付けている。 

 

＜環境ビジネス分野への進出の経緯＞ 

・ 同社はプラント輸出案件の発掘・連絡調整役として 1979年に北京事務所を設立。 

・ 当初、エンジニアリングビジネスにおいては、基本設計や海外調達、建設スーパーバイ

ズは日本側、詳細設計や国内調達、建設は中国側で行っていた。しかし、次第に中国企

業が实力をつけ、外資の出番が尐なくなってきた。 

・ このような背景に加え、エンジニアリングビジネスは景気変動の影響を受けやすい分野

でもあることから、本業以外の分野で定常的な事業の柱を打ち立てるべく模索を開始。

その一環として、中国においてはCDM事業を皮切りとする環境ビジネスに着手している。 

 

＜関連事業の現状＞ 

・ 現在、中国節能投資公司を中国側パートナーとして、各種の水処理案件に取り組んでい

る。中国節能投資公司とは、その子会社と汚泥ビジネスを進める過程で関係を持つよう

になり、水処理などの環境ビジネスを進めるパートナーとなった。水処理ビジネスには

政府のサポートが不可欠となるが、中国節能公司は発展改革委員会のエネルギー部門を

前身とする国務院直轄企業であり、パートナーとして申し分ないと考えている。 

・ 中国に適した技術の発掘に際しては、世界中から技術を探すエンジニアリング会社とし

ての同社の強みを活かしている。 

・ 具体的取り組みの１つとして、汚水質悪化が深刻化している中国の湖沼において、オゾ

ン技術を用いて水質改善を図るプロジェクトを推進している。2008年 6月に無錫市の太

湖にて日本の技術が中国でも有効であることを確認する小型試験を行った。この成功を

背景に、同年 10 月にはより広い水域でのデモンストレーションを实施して、日中双方
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でその成果を確認するとともに、同年 11 月の「第 3 回日中省エネ・環境総合フォーラ

ム」において両国政府の協力事業として認知された。現在、ビジネスの本格化に向け、

モデル事業による FS 实施の申請に向け、实施地となるサイトを選定している段階にあ

る。なお、ビジネス实現に際しては設備販売ではなく、水処理サービスビジネスの形態

を採って進めていく考え。 

・ ほか、安徽省蕪湖市における汚泥燃焼発電（下水からの汚泥を都市ゴミやバイオマスと

混ぜ、燃焼処理するとともに、発電につなげる）などの案件も中国節能投資公司ととも

に進めている。このプロジェクトは 2007 年の「第 2 回日中省エネ・環境総合フォーラ

ム」における協力合意事項としても紹介されている。 

 

＜中国環境ビジネスにおける課題＞ 

・ 日本側は技術を盗まれるのを恐れるが、中国においては真似されることは避けがたい。

よって、中国側とともに現地法人を設立して技術を移転し、現地法人が主体的に普及、

知財権保護、技術開発を担当するという戦略を重視している。 

・ CDM ビジネスは日本独自の技術に頼らなくとも实施の余地はある。まずは实施すること

が重要となるが、一方で儲かるビジネスにならないと实施に至るインセンティブが働か

ない。その点で、CDM 事業は収益をあげやすいが、水処理事業は収益を上げるのが難し

いので当初は政府資金の活用を考えている。今後商業化を促進させるためには、儲かる

仕組みを考えねばならない。 
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6.8栗田工業（蘇州）水処理有限公司 

 

時代の変遷に応じて顧実層の多様化を推進 

（インタビュー先：総経理 本田 敦久 氏） 

 

【要旨】 

 当初、現地進出日系企業を主要顧実として中国でのビジネスを展開するも、外資による

対中投資が一段落した事や、金融危機の影響から、電子産業を中心とした既存顧実層から

の取引は減尐。一方で、環境に対する規制強化を背景に、一般産業向けの水処理や中国企

業からの引き合いが増加している。 

同社は長年にわたる中国市場での水処理实績（装置＋薬品によるトータルソリューショ

ン）と電子産業での超純水製造や排水回収、有価物回収、省エネ、省コスト等の同社独自

の優位性をアピールすることや中国企業への営業の強化等を通じて顧実範囲の拡大を目指

している。 

 

＜進出の経緯＞ 

・ 同社の日本側親会社（栗田工業株式会社）は電子産業に不可欠な超純水製造設備や排水

処理設備、排水回収、有価物回収、水処理薬品に携わる水処理関連企業。中国とは 1974

年の鉄鋼工場建設等国家プロジェクトへの参画以来のつながりを持ち、同社の現地進出

以前から現地進出日系企業に対して関連設備を納入してきた。 

・ 親会社は、1995年に水処理薬品の製造・販売拠点として大連に栗田工業（大連）有限公

司を設立、2001年に上海に水処理装置の販売及びメンテナンスサービスの拠点として栗

田超純水設備（上海）有限公司を設立した。その後、水処理装置の生産拠点として、2004

年に同社を設立している。 

・ 進出の目的は設備の現地化とコストダウン。現地調達できるものは調達し、調達不可能

なものは日本を主に他国から輸入している。品質維持のために組み立ては同社の工場で

行っている。 

・ 進出先の選定に当たっては、顧実の要望にいつでも対応できることが重要であることか

ら、主要顧実である日系電子関連企業が多い地域として蘇州を選定した。 
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＜同社の強み＞ 

・ 同社の強みは世界でも稀な装置・薬品の事業を行い、水処理・環境技術の技術開発に特

化したクリタ開発センターによる技術開発力を始め栗田グループの持つ实績・技術人

員・財務力等の総合力で独自の提案を行う点。重金属排水処理技術、有機排水処理技術、

排水回収技術は中国でのニーズが高く、また規制も厳しいことから、グループの長年の

技術を活かした設備提案を行っている。 

・ 中国における電子産業向け最先端工場の水処理は同社が担っており、こうした最先端技

術に加え、排水の高度処理及び排水回収・再利用等を中国市場でいち早く提供できる点

も強み。 

 

＜顧実層の多様化＞ 

・ 2004－2005年は日本の電子関係企業が一斉に中国に進出した時期でもあり、それに伴

い多くの引き合いがあった。しかし、2007年になるとニーズや実層に変化が発生。日

系企業の新規進出および工場の新規設立は減尐。既存工場の拡張に伴う増設案件が中

心となった。 

・ 一方で、電子関係以外の分野（自動車・食品･化学等）や中国企業からの依頼が増加。

2009年は中国企業や韓国企業の新設案件が増加傾向にある。中国企業からのさらなる

受注を目指し、営業担当者も現地スタッフを強化している。 

 

＜今後の事業展開の方向性と課題＞ 

・ 類似品をもって同社顧実に売込みを行う現地中国の水処理メーカーもあるが、卖純な

価格競争に陥らないように同社は設備の品質や性能の良さ、アフターサービスの良さ

をアピールする方針。 

・ 一方で、大型の半導体、液晶工場に必要な超純水設備は要求される品質レベルが高く、

中国の水処理メーカーの参入は非常に困難と判断される。 

・ 同社の製品は排水規制が厳しくなるほどビジネスチャンスが生まれる設備である。知

名度が高い大手企業は中国政府から「環境対策における模範企業になってほしい」と

高いレベルの要求が求められている。各企業はその要求に対応した水処理設備を求め

始めており、同社は装置、薬品、メンテナンスと装置納入から引渡し後のアフターフ

ォローまで対応したサービスを提供している。 

・ 今後においても中国国内における規制がますます強化されることを見越し、同社は各

地での規制強化に対して最適となる製品を選定し、投入して行きたいと考えている。 
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7.参考資料 

7.1 主な関連政府部門とその職責 

発展改革委員会（発改委） http://www.ndrc.gov.cn/ 

 （一）国民経済と社会発展の戦略、中長期計画と年度計画の立案を行い、实施する。調

和の取れた経済社会の発展のための調整と、国内外の経済状況の研究・分析を行う。

国民経済の発展、物価を調整し、重大な経済の構造の改善に関する目標や政策を提出

する。各種経済手段や政策の総合的な運用に関する提案を提出し、国務院の委託を受

け全国人民代表大会に国民経済と社会発展に関する計画の報告を提出する。 

 （二）マクロ経済と社会発展の状況を監督する。予測、警告、誘導を担当する。マクロ

経済の運営、全体的なバランス、国家経済の安全、産業全体の安全など重要な問題を

研究し、マクロ的調整政策を提案する。経済運営中に発生する重大な問題を解決し、

経済運営を調整し、重要物資の緊急調達と調和の取れた交通輸送を行う。 

 （三）財政や金融などの分野の状況を取りまとめ、財政政策、貨幣政策、土地政策の制

定、立案に参加し、価格政策を实施する。財政、金融、土地政策の实施効果を総合的

に分析し、価格政策の实施を検査監督する。国家が管理する尐数の重要商品価格と重

要料金徴収基準を制定、調整し、法により違法価格行為や独占価格行為などを取り締

まる。全ての経路による外債の総量をコントロールし、構造改善と監督業務を担当し、

国際収支のバランスを促進する。 

 （四）調和の取れた経済体制に向けた改革を推進するよう指導し、経済体制改革と対外

開放に関する重大な問題を研究し、総合的経済体制改革案、関連する専門的経済体制

改革案の立案を实施する。重要な専門的経済体制改革における関連部門との連携を強

め、経済体制改革の試験的实施ポイントと改革試験地区での業務を指導する。 

 （五）重大建設事業と生産力配置の計画責任を負い、社会全体の固定資産投資規模と投

資構造の調整目標、政策、措置を制定し、中央政府の投資と重大建設事業に関わる専

門的計画のバランスを維持する。中央財政による建設資金を取り決め、国務院の規定

する権限に沿って重大建設事業、重大外資事業、国外資源開発などの重大投資事業、

巨額投資事業を審査、承認する。国外ローン建設資金の使用を監督指導し、民間投資

の方向性を導き、外資利用と国外投資の戦略、計画、全体的なバランスと構造の改善

http://www.ndrc.gov.cn/


 

Copyright © 2009 JETRO.  All rights reserved. 

 

87 

に関する目標と政策を研究し提出する。重大建設事業の査察を指導する。工事コンサ

ルティング業の発展を指導する。 

 （六）経済構造の戦略的調整を推進する。総合的産業政策の立案を組織し、第 1次、2次、

3次産業の発展に関する重大な問題の調整と、関連する発展計画や重大政策とのバラン

スを図り、国民経済と社会発展の計画とのバランスを取る。農業と農村経済社会発展

における重大な問題を調整する。関連部門と共にサービス業発展戦略や重大政策、現

代物流業発展戦略、計画、ハイテク産業発展、産業技術進歩に向けた戦略、計画、重

大政策を立案し、重大技術の設備普及応用等の重大問題の解決を強調する。 

 （七）主要経済機能区に関する計画の編成と实施、評価監督の实行責任を負う。区域経

済の発展と西部地区開発に向けた取組みを組織し、東北地域など重化学工業拠点を振

興し、中部地域振興戦略や、計画・重大政策を促進する。都市化発展戦略と重大政策

を研究・提出し、区域経済のバランスを図る。 

 （八）重要商品の総量バランスとマクロコントロールの責任を負い、重要農産品、工業

品、原材料の輸出入総量計画を立て、監督实施する。経済運営状況に基づいて輸出入

総量計画に調整を加える。国家戦略物資備蓄計画を立案し、国家戦略物資の備蓄、運

用、循環、管理を組織し、関連部門と共に、食糧、綿花、砂糖などの備蓄を管理する。 

 （九）社会発展と国民経済発展の政策を結合連携させ、社会発展戦略、全体計画、年度

計画の制定を行う。人口、計画出産、科学技術、教育、文化、衛生、民生などの発展

政策の制定に参加し、社会事業の实施を推進する。就業促進、収入分配の調整、社会

保障と経済の強調的発展改善に関する政策を提案する。社会事業の発展と改革におけ

る重大な問題及び政策を調整する。 

 （十）持続可能な発展戦略を推進し、省エネ・排出削減に向けた総合的な調整を図る。

循環経済の発展、社会全体のエネルギー資源節約と総合利用に関する計画及び政策措

置の制定を組織し、实施する。生態建設、環境保護計画の制定に参加し、生態建設、

エネルギー資源節約と総合利用に関する問題を調整する。環境保護産業とクリーン産

業に関する調整作業を实施する。 

 （十一）気候の変化に対応する重大な戦略、計画及び政策の制定に向けて組織し、関連

部門と共同で気候の変化に関する国際会議に参加し、国家としての国連気候変動枠組

条約履行に関する業務を担当する。 

 （十二）国民経済、社会発展、経済体制改革、対外開放に関する法律法規の草案を起草

し、部門規定を制定する。規定に基づき全国の入札業務を指導し、協調を図る。 
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 （十三）国民経済動員計画の制定を組織し、国民経済動員と国民経済、国防の関係を研

究し、関連する重大問題を調整する。国民経済動員に関する業務を組織・实行する。 

 （十四）国家国防動員委員会に関わる具体的な業務と、国務院の西部地域開発リーダー

チーム、東北地域などの重化学工業拠点振興リーダーチーム、国家の気候変化対応及

び省エネ排出削減のリーダーチームにおける具体業務を担当する。 

 （十五）国務院が指示するその他の事項を担当する。 

その他、国務院の規定に基づき、国家食糧局、国家エネルギー局を管理する。 

 

国家エネルギー局 http://nyj.ndrc.gov.cn/ 

（一）エネルギー発展戦略を研究し、提出する。エネルギーの状況を監視し、エネルギー

に関する調査と動向の分析を行う。エネルギーに対する国民経済と社会発展の需要を

研究し、国民経済と社会発展の需要を満たし、安全なエネルギーを確保すべく戦略を

提出する。 

 （二）エネルギー計画と年度指導性計画を研究、立案する。エネルギー関連の探査開発、

技術革新、生産建設と省エネの調査を行い、重大問題を分析する。エネルギーに関す

る目標と対策を提出し、エネルギー探査開発、生産建設と市場供給構造の計画を行う。

エネルギーに関する重大事業の審査を行う。 

 （三）エネルギー政策と産業政策を研究、提出する。エネルギーの需要と供給のバラン

スに対する財政税収政策、金融政策、価格政策、貿易政策、外資政策、消費政策の影

響を分析する。エネルギーの発展、省エネ、安全と技術革新を促進する政策意見を提

出し、関連する法律法規を起草する。エネルギー産業の技術法規と技術基準の立案を

指導する。 

 （四）エネルギー体制の改革に対する意見を研究、提出する。エネルギー体制の調査を

組織し、重大問題を分析する。改革に対する意見を提出し、重大問題の調整を図る。 

 （五）持続可能なエネルギー戦略の实施を推進し、再生可能エネルギーと新エネルギー

の開発利用、及びエネルギー業界の省エネ、総合利用と環境保護作業を推進する。 

 （六）政府のエネルギー対外提携と管理の機能を履行する。エネルギーに関する重要な

対外提携事業の審査、エネルギー探査開発、生産建設、技術交流など対外提携の組織

調整作業を担当する。国外のエネルギー機構や国際エネルギー組織、エネルギー会議

との対話連絡を担当する。国外のエネルギー情報と政策を把握する。 

 （七）エネルギー分野における重点企業の発展計画と生産建設計画のバランスを図り、

企業の生産建設における重大問題の解決に向けて調整する。 

http://nyj.ndrc.gov.cn/
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 （八）地方のエネルギー発展計画を指導し、地方のエネルギー生産建設と供給のバラン

スを図る。 

 （九）国家の石油備蓄を担当する。 

 （十）発展改革委員会の幹部が指示するその他の事項を請け負う。 

  処級機構として局内に以下の部門を持つ：総合部、国際提携部、電力部、エネルギー

リサイクル部、石油天然ガス部、石炭部、石油貯蓄部、情報政策部。 

 

環境保護部 www.mep.gov.cn 

  （一）健全な環境保護に向けた基本制度の確立を担当する。国家の環境保護政策、計画

を立案し、組織・实施し、法律法規草案の起草と部門規定の制定を行う。環境保護区

の編成を組織し、各種環境保護基準や技術規格を制定する。重点实施区域、流域汚染

防止計画、飲料水水源地環境保護計画を制定・实施し、国家の求めに応じて関連部門

と共に海域汚染防止計画を制定し、国家による主体機能区画制定に参加する。 

 （二）重大な環境問題における調整と監督管理を担当する。重大な環境汚染事故や生態

破壊事件の調査処理を率先して行い、重大かつ突発的な環境事件への対応、警告業務

に関して地方政府を指導する。地区を越える環境汚染紛争を解決し、国家重点流域、

区域、海域汚染の防止業務を調整し、指導する。海洋環境保護業務の調整と監督を实

施する。 

 （三）国家の排出削減目標の責任を負う。主要汚染物排出総量コントロールと排出汚染

物許可証制度の制定を組織し、監督实施する。総量コントロールを实施する汚染物の

名称とコントロール基準を提示し、各地の汚染物排出削減任務の遂行状況を検査、監

督、審査する。環境保護目標責任制を实施し、総量排出削減審査と審査結果の公布を

实施する。 

 （四）環境保護区域における固定資産投資規模と方向性、国家財政的資金の取り決めに

対する意見を提出する。国務院の規定する権限に基づき、国家計画や年度計画の範囲

内での固定資産投資事業を審査、承認し、関連部門と協力してこれを实施、監督する。

循環経済と環境保護産業の発展推進と指導に参加し、気候変化に対応する業務に参加

する。 

 （五）環境汚染や環境破壊を根本から防止し、コントロールする責任を担う。国務院の

委託を受け、重大な経済と技術政策、発展計画、重大経済開発計画に対して環境影響

評価を实施し、環境保護に関わる法律法規草案に対し環境影響面での意見を提出する。

http://www.mep.gov.cn/
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国家の規定に基づき、重大な開発建設地区、事業における環境影響評価書類を審査す

る。 

 （六）環境汚染防止の監督管理を担当する。水、大気、土壌、騒音、光、悪臭、固形廃

棄物、化学品、車両などの汚染防止管理制度を立案し、組織实施する。関連部門と共

同で飲用水水源地の環境保護業務を監督管理し、小都市や農村の環境総合整備業務を

行う。 

 （七）生態保護業務を指導し、調整し、監督する。生態保護計画を立案し、生態環境面

の品質評価を組織し、生態環境に影響を及ぼす自然資源の開発利用活動、重要生態環

境建設事業、生態破壊回復作業を監督する。各種の自然保護区、風景名勝区、森林公

園の環境保護業務を指導、監督し、野生動植物の保護、湿地環境の保護、砂漠化防止

作業を監督する。農村の生態環境保護を調整指導し、生物技術環境の安全を監督する。

生物種に関する（遺伝資源を含む）作業を率先して行い、生物の多様性保護を行う。 

 （八）核と放射能の安全性に関する監督管理を担当する。関連政策、計画、基準を立案

し、核に関する事故の応急処理、放射能による環境事故の応急処理作業に参加し、責

任を担う。核設備の安全、放射能源の安全を監督管理し、核設備、核技術の応用、電

磁輻射、放射性鉱山資源開発利用に伴う汚染防止を監督管理する。核材料の監視と民

用核安全設備の設計、製造、設置、破損がないかどうかの点検業務に対して、監督管

理を行う。 

 （九）環境に関する監視測定と情報公表を担当する。環境監視制度を制定し、環境品質

監視と汚染源監督性監視を組織し、实施する。環境品質状況についての調査評価、予

測警告を組織し、国家環境監視ネットワークと全国環境情報ネットワークの組織建設

と管理を行う。環境品質公表制度を設立、实施し、国家における環境総合報告と重大

環境情報を統一的に発表する。 

 （十）環境保護科学技術作業を实施し、環境保護に向けた重大な科学研究と技術プロセ

スモデルを企画し、環境技術管理システムの建設を推進する。 

 （十一）環境保護に関する国際協力交流を展開し、国際協力に伴う関連問題を研究し、

意見を提出する。環境保護に関する国際条約に関する履行作業に向けて調整し、渉外

環境保護事務を処理する。 

 （十二）環境保護に関する宠伝教育作業を組織、指導、調整し、環境保護に関する宠伝

教育綱要を制定、实施する。エコ社会と環境友好型社会の建設に関する宠伝教育作業

を展開し、大衆と組織による環境保護への参加を推進する。 

（十三）国務院が指示するその他の事項を請け負う。 
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住宅・都市農村建設部(建設部) http://www.cin.gov.cn/ 

  （一）都市農村の低収入家庭に対する住宅の保障を担当する。住宅保障の関連政策を立

案し、实施・指導する。低家賃による賃貸住宅計画と政策を立案し、関連部門と共同

で低家賃賃貸住宅資金に関する資金を手配し、地方組織での实施を監督する。 

 （二）住宅制度改革の推進を担当する。国家状況に応じた住宅政策を立案し、住宅建設

と住宅制度改革を指導する。全国の住宅建設計画を立案し、实施を指導する。住宅と

都市農村建設の重大問題の政策意見を研究、提出する。 

 （三）住宅と都市農村建設の管理秩序の規範化を担当する。住宅と都市農村建設の法律

法規草案を起草し、部門規則を制定する。法に基づいて組織編成と都市農村計画を实

施し、都市農村計画に関する政策と規則制度を立案する。関連部門と共同で全国の都

市農村体系計画を組織編制し、国務院が依頼する都市全体計画、省内都市・町におけ

る体系計画の審査報告と实施の監督を担当する。土地利用の全体計画綱要の審査に参

加し、住宅と都市農村建設の発展計画と経済政策を立案する。 

 （四）科学的な建設工事基準体系を確立する。建設工事の实施段階での国家基準を制定

し、建設工事に関する全国統一の基準量と産業基準を制定し、公布する。建設事業の

实行可能性の研究と評価方法、経済パラメーター、建設基準、工事費の管理制度を立

案する。公共サービス設備（通信設備は含まない）の建設基準の立案と实施の監督を

行い、各種建設工事の基準定額の实施と工事費の計算の監督を指導する。工事費情報

の公布を行う。 

 （五）不動産市場の秩序と市場の監督管理を担当する。関連部門と共同で、もしくは協

力して、不動産市場の監督管理政策を立案し、实施を監督する。都市農村の土地使用

権の有償譲渡と開発利用事業を指導し、不動産業の発展計画と産業政策を提出する。

不動産の開発、住宅権の管理、家賃、住宅の面積管理、不動産評価と経営管理、住宅

管理、住宅の解体・立ち退きの規則制度を制定し、实施を監督する。 

 （六）建築市場を監督管理し、市場の各主要方面の行為の規範を担当する。全国の建築

活動を指導し、住宅と市政工事事業の入札募集と入札に関する法の執行を監督し、調

査設計、施工、建設管理の法規と規則を立案、監督、实施における指導を行う。建設

工事、建築業、調査設計業の発展戦略、中長期計画、改革法案、産業政策、規則制度

を立案し、实施を監督する。建築市場の各主要方面の行為に関する規則制度を立案し、

实施を監督する。国際プロジェクトや建築における労務提携に参加する建築企業の調

和を図る。 

http://www.cin.gov.cn/
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 （七）都市建設の政策、規則を研究、立案し、实施を指導する。都市市政公用設備の建

設、安全、応急管理を指導する。全国風景名勝区の発展計画、政策を立案し、实施を

指導する。国家級風景名勝区の審査報告と監督管理を担当し、世界自然遺産の申告を

行う。文化財などの関連主管部門と共同で、世界自然遺産と文化遺産の申告の審査を

行い、歴史文化名城（鎮、村）の保護と監督管理を担当する。 

 （八）村・町の建設を規範し、全国の村・町の建設を指導する。村・小都市・町の建設

政策を立案し、实施を指導する。村・町計画の制定、農村住宅の建設と安全、危険住

宅の改造、小都市・町・村の住居生態環境の改善、全国重点鎮の建設を指導する。 

 （九）建築工事の品質安全の監督管理を担当する。建築工事の品質、安全生産、竣工検

査の政策、規則制度を立案し、实施を監督する。工事における重大品質事故、安全事

故の調査と処理を組織、实施する。建築業、工事調査設計コンサルティング業の技術

政策を立案し、实施を指導する。 

 （十）建築における省エネ、都市・町における排出削減を推進する。関連部門と共同で、

建築における省エネの政策、計画を立案し、实施を監督する。重大建築における省エ

ネ事業の实施を組織し、都市・町における排出削減を推進する。 

 （十一）住宅公積金の監督管理を担当し、公積金の友好的な使用と安全を確保する。関

連部門と共同で住宅公積金政策、発展計画を立案し、实施を行う。住宅公積金の納付、

使用、管理と監督制度を制定し、全国の住宅公積金とその他の住宅資金の管理、使用、

安全を監督する。住宅公積金の情報システムを管理する。 

 （十二）住宅と都市農村の建設に関する国際交流と提携を展開する。 

 （十三）国務院が指示するその他の事項を請け負う。 

 

 北京市、上海市、広東省、山東省、遼寧省の各地方政府においては、上記の中央政府各

部門（発展改革委員会 環境保護部 住宅・都市農村建設部）に相当する組織として、そ

れぞれ発展改革委員会、環境保護局、建設委員会が設置されている。 

 

 7.2 主な環境関連団体とその職責 

中国環境保護産業協会 www.caepi.org.cn 

全国の環境保護産業に従事する科学研究、開発、設計、生産、流通、サービス団体が自発

的に設立した社会団体で、地区、部門、制度を越えた全国的業界組織である。2001年 6月

時点での団体会員は 43団体、企業会員は 596社。民政部が登記を承認した全国的社団法人

で、環境保護部を業務主管部門としている。 

http://www.caepi.org.cn/
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政府部門の委託を受け、環境保護産業の発展政策、計画、技術政策、環境保護製品技術基

準の制定に参加している。その他主な業務としては、環境保護製品の監督と市場管理への

参加、環境保護重点实用技術の推進、業界内部の調整、業界独占の防止、業界の平等な競

争の促進、会員の合法的権益の保護、国内外の環境保護産業の発展状況と関連技術資料の

収集、『中国環境保護産業』、『中国環境保護産業情報レポート』及び各種報告、技術交

流などの出版物の出版、情報案内サービスの展開による会員への技術情報・市場情報の提

供、各種環境保護技術や管理に関する研修の開催、業界統計作業による政府の政策制定に

向けたデータ提供、企業経営のサポート、国内外の技術交流の組織による企業の資金、技

術、設備調達の支援、展覧会、技術普及会などの活動の開催などが含まれる。 

 

中華環境保護基金会 www.cepf.org.cn 

中国初の環境保護事業を専門とする基金会で、独立法人資格を有する非営利社団組織。「民

衆から募り、民衆のために用い、人類を益する」という原則の下に広く資金を集めている。

資金は環境保護事業において特に貢献した団体や個人を奨励するために用い、環境保護に

関する活動や事業の資金援助や、国内外の環境保護分野の交流や提携を促進して、中国の

環境保護事業の発展を推進している。 

 

中国可再生エネルギー学会 www.cses.org.cn 

学術交流の展開、科学知識の普及、先進技術の普及・推進、青尐年科学技術教育活動の实

施、科学技術従事者の意見や要求の反映、科学技術従事者の合法的権益の保護、国家太陽

エネルギー科学政策、法規、科学方案制定に向けた科学技術従事者の参加の組織化を担当

する。その他、政策提案、委託を受けての事業評価、成果鑑定、コンサルティング、技術

サービス、資格審査などの任務を担当する。また、民間国際科学技術交流活動を開催し、

国外の科学技術団体や科学技術従事者との友好的交流を発展させる、継続的な教育と研修

業務の实施、中国太陽エネルギー学会の宗旨に合致する社会公益的事業と非営利的経営活

動の实施に従事している。 

 

中日友好環境保護中心 www.china-epic.cn 

環境保護部直属の総合的科学研究事業団体であり、環境保護部の環境管理をサポートする

とともに、国外との環境交流や提携の窓口となっている。 

 

中国環境科学出版社 www.cesp.com.cn 

http://www.cepf.org.cn/
http://www.cses.org.cn/
http://www.china-epic.cn/
http://www.cesp.com.cn/
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国家環境保護部に属し、国内唯一の環境科学図書を主要出版対象とする専門的出版社であ

る。 

 

中国環境科学研究院 www.craes.cn 

環境保護部に属する環境保護に関する非営利の国家級科学研究機関。国家の持続可能な

発展戦略に沿って、独創的、基礎的な科学研究を推進すると同時に、国家の環境管理と政

策制定をサポートしている。 

 

中国資源総合利用協会 www.creia.net 

再生可能エネルギー分野の技術進歩と先進技術の普及に尽力し、中国の再生可能エネル

ギー産業の商業化と発展を積極的に促進することを趣旨とする団体。政府やその他組織、

協会、科学研究団体、企業を結ぶ架け橋として、再生可能エネルギー産業と政府部門との

コミュニケーションを強化する役割を担っている。また、国内外の再生可能エネルギー分

野の連絡、交流窓口として、国際交流事業を推進している。各専門委員会を通じて国内の

再生可能エネルギー分野の企業と国際間の連絡を強化して情報を入手し、国際機関のサポ

ートや各種投資の機会を模索する役割を担っている。 

 

北京市環境保護産業協会 www.bjshjbhcyxh.com 

北京市環境保護産業協会は、政府と企業間の架け橋としての役割を果たしている。各種

業界の研究、交流、提携活動を積極的に实施し、企業による各種活動を組織し、業界の公

平な競争を保護し、業界の自己管理を促している。北京市の環境保護産業発展における架

け橋としての役割も果たし、政府と企業にサービスを提供し、環境保護産業発展を促進し

ている。 

 

上海市環境保護産業協会 www.shaepi.com 

上海市環境保護産業協会の趣旨は、政府、企業、業界のために働き、業界の自己管理を

規格化することにあり、環境保護産業情報の発信と科学技術研究の強化を推進している。

新技術、新製品の取り込みと生産開発を強化し、国際交流と市場提携を強化し、環境保護

産業の健全な発展を積極的に促進して、国民経済の発展、環境汚染防止、生活レベル向上、

生態環境の保護と改善のため、持続可能な発展戦略を实施し、環境保護事業に技術と物資

のサービスを提供している。 

 

http://www.craes.cn/
http://www.creia.net/
http://www.bjshjbhcyxh.com/
http://www.shaepi.com/
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広東省環境保護産業協会 www.gdepi.com.cn 

広東省における環境保護科学研究、設備、生産、設計、工事、自然保護と資源の総合利

用、開発経営、サービスなどに従事する企業、事業団体及び関連管理部門が自発的に設立

した社会経済技術団体である。社団法人資格を有する業界組織で、広東省民間組織管理局

の監督管理と、省環境保護局及び人民政府のその他関連部門の業務指導を受けており、500

団体を超える会員を擁している。 

 

中国環境保護産業協会水質汚染治理委員会 www.cwpcc.cn 

同委員会は、中国環境保護産業協会における水質汚染処理分野専門の機関で、工業排水、

都市汚水、河川水質体系の汚染処理、汚染排水の再利用、工業用水の節約と利用、水質浄

化、水系保護などを主な業務範囲としている。全国環境保護産業の水質汚染処理に従事す

る重点環境保護企業、技術機関、技術専門家が自発的に設立し、中国における水質汚染処

理業の設備製造、製品生産、建設工事、研究開発、情報案内サービスに関する技術情報を

集中させている。全国各地の重点大学、研究院、設計院、重点企業の水質処理技術専門家、

教授、学者を集め、中国水質汚染処理技術設備専門家集団を設立し、この集団内に複数の

専門技術チームを配置している。この専門家集団は主に水質汚染処理委員会の指導の下、

政府、業界、企業に技術情報に関する情報サービスを提供している。 

 

循環経済専業委員会 www.pcce.org.cn 

環境保護部、中国環境科学研究院、中国家庭用電器研究院、中国ゴム工業協会、発展改

革委員会循環経済研究センターなどの団体の支持と推進の下、中国環境保護産業協会の内

部に設立された組織。公衆、業界、政府間といった多方面とのコミュニケーションを担い、

循環経済に関する情報収集と交流を促進している。環境保護産業技術の識別、選択、結合、

集成、改善を行い、モデル業務を積極的に展開し、環境保護産業技術の発明を促進するこ

とで、環境保護産業の向上を図っている。 

 

機動車汚染防治委員会 www.cvec.org.cn 

車両汚染防止委員会の主な成員団体は、車両排出触媒、エンジンマネージメントシステ

ム（EMS）、ディーゼルエンジン処理装置、消音器、チャコールキャニスター、ガソリンク

リーナーなどを生産する中国で登記された国内外の企業と関連科学研究機関である。現在

の会員数は数十団体に上り、国内関連産業の総生産高の約 80%を代表する組織となっている。 

 

http://www.gdepi.com.cn/
http://www.cwpcc.cn/
http://www.pcce.org.cn/
http://www.cvec.org.cn/
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7.3 環境保護産業に重点を置く主なハイテクパーク 

 

国家環境保護科学技術産業園リスト 

No 名称 

1 蘇州国家環境保護ハイテク産業園 

2 常州国家環境保護産業園 

3 单海国家生態工業建設モデル園区及び華单環境保護科技産業園 

4 西安国家環境保護科技産業園 

5 大連国家環境保護産業園 

6 済单国家環境保護科技産業園 

7 ハルビン国家環境保護科技産業園 

8 青島国際環境保護産業園 

 

国家環境保護産業基地リスト 

No 名称 

1 瀋陽市環境保護産業基地 

2 国家環境保護産業発展重慶基地 

3 武漢青山国家環境保護産業基地 

 

注：産業園区は軽工業を主要業務とする企業が入居するエリアであり、産業基地は重工業

を主要業務とする企業が入居するエリアとなっている。 

 

7.4 環境関連の主要企業 

 

2007年度、給水業における 10 大影響力企業（上位順） 

 ヴェオリア社、金州環境集団、桑徳集団、天津創業環保、首創股フェン、中法水務、中

国水務投資、中科成、同方股フェン水務工程、中環保水務投資。 

 

2007年度、給水業における優秀環境工事企業 

伊普国際、北京建工金源環保発展、デグレモン社、ヴェオリア社、安徽国禎環保節能科

技、浦華控股、北京金州工程、北京碧水源科技。 
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主要環境関連企業紹介 

No 企業名称 紹介 

1 

 

福建新大陸環保科技有

限公司 

www.newlanduv.com 

新大陸科技集団の情報技術、生物製薬、環境保護科学技術の

3大産業の一つを担うべく 2000年 9月に設立された傘下企

業。同社は、最先端の消毒技術の開発と推進に尽力し、独自

の知的財産権を有する技術を開発している。同社は、中国初

の独自知的財産権を保有する UV-C消毒技術産業化拠点で、

同製品は国家環境保護部により重点環境保護实用技術に認

定され、同時に科学技術部、対外貿易経済合作部、税務総局、

質量監督総局、環境保護部の 5部門委員会から国家重点新製

品にも認定されている。同社は、国家発展計画委員会が認定

した水と空気の UV-C消毒技術、設備の国産化拠点であり、

国家科学技術部に承認された「大型 UV-C消毒産業化」技術

の受託団体でもある。ISO9001:2000の認証を受け、ISO品質

管理体系に厳格にしたがって現代的管理を实施している。 

2 

 

北京海斯頓環保設備有

限公司 

www.hsdep.com 

同社は中関村ハイテクパークに位置し、敶地面積は 15万㎡、

登録資本金は 1億元。市政給水、市政汚水、工業排水の集中

処理設備における技術開発、製品製造、供給、関連サービス

を一体化させた大型の総合環境保護企業である。設立時から

「専業化、規格化、国際化」を企業発展戦略に位置付け、「国

際品質の環境保護設備メーカー」を目指している。 

3 

 

ハック社（HACH） 

www.hach.com.cn 

同社は 1947年に設立され、現在は米国ダナハーグループの

子会社となっている。米国コロラド州ラブランドに本社を持

ち、水質、水文の測定器を設計、製造する専業メーカーであ

る。米国、スイス、ドイツ、フランス、英国に工場を持つ。

水質、水文測定器の国際的リーダー企業として、同社の製品

は世界中で、飲料水、地下水、地表水、市政汚水、工業汚水、

半導体超純水、製薬業、電力業及びその他の工業用純水など

の分野で広く利用されており、全シリーズにおいて实験审に

おける定性、定量の分析、現場における分析、流動分析テス

ト、オンライン分析テストをカバーしている。 

4 

 

深セン欧泰華環保技術

有限公司 

www.outaihua.com 

同社は、環境保護、衛生的水処理分野におけるハイテク企業

で、国外との合弁企業となる。同社の技術力は高く、二酸化

塩素消毒剤発生器を専門的に生産し、発明特許を獲得してい

る。同社は、「環境保護技術の求める化学法二酸化塩素消毒

剤発生器」（HJ/T272-2006）中国環境保護製品認定技術条件、

「複合二酸化塩素発生器」国家基準の起草団体でもあり、水

関連製品として初めて衛生部より衛生許可証を交付された

http://www.newlanduv.com/
http://www.hsdep.com/
http://www.hach.com.cn/
http://www.outaihua.com/
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組織でもある。全国同業者で唯一、環境保護総局の環境保護

製品認定を受け、国家質量検測合格製品に認定されている。

また、2004年には国家重点環境保護实用技術（B類）に入っ

た。全国同業者に先がけて、ISO9001:2000国債品質管理体

系認証を取得している。広東省環境保護産業科技創新先進団

体、深セン市ハイテク企業、中国環境保護産業基幹企業であ

り、中国郵政省が初めて発行した環境保護記念郵便切手にお

いて水処理業界で唯一の代表企業となった。主要製品である

欧泰華シリーズ二酸化塩素発生器は、科学技術の含有量とオ

ートメーション化レベルが高く、低運用コストの国際先端レ

ベルの環境保護水処理設備である。水道水、二次供水、病院

汚水、工業循環冷却水、造紙印刷廃水など多方面の消毒と水

処理に応用されている。処理後の各指数はどれも、国家の「生

活飲用水衛生基準」と「汚水総合排出基準」をクリアしてい

る。同社は、北京、広州、上海、各省都などに 30件の事務

所やアフターサービス部を設置し、全国無料お実様サービス

センターを開通させ、24時間体制での顧実サービスを实施

している。製品は、全国各省、市、自治区及び東单アジアで

利用されている。 

5 

 

深セン市金達莱環保股

フェン有限公司 

www.jblhb.com 

同社は 1993年に設立され、登録資本金は 7,500万元。環境

保護研究開発、設計、施工、運営管理、アフターサービス及

び環境情報案内を一体化したハイテク環境保護企業である。

本社は深セン市に位置し、北京、香港、昆山、成都、单昌に

支社を持つ。2005年には单昌に研究開発拠点を建設し、主

に環境保護分野の新技術研究開発とコア特許技術の实用化

实現に従事している。同社は、中国環境保護産業協会、広東

省環境保護産業協会、深セン市環境保護産業協会の副会長団

体及び中国水汚染処理委員会副主任委員団体でもある。環境

汚染防止工事に従事し、廃水、排気、騒音の処理やシステム

に関する豊富な運営管理経験を持ち、特に、電子、回路板、

半導体、食品飲料、皮革、印刷廃水及び生活汚水の処理や再

利用の分野で独自の技術を持つ。これまでに完成させた各種

環境保護処理事業は 800件を超え、その多くは国家、省級及

び市級の環境保護モデル事業に認定されている。また、その

多くの技術が国家環境保護総局から国家重点環境保護实用

技術に認定されている。2002年から 2007 年に同社が担当し

http://www.jblhb.com/
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た合計 10件の水処理環境保護事業は「国家重点環境保護实

用技術モデル事業」に認定されている。 

6 

 

中山市環保实業発展有

限公司 

www.zs-environment.com 

同社は現在、環境事業、環境保護科学技術開発、環境保護の

総合利用とサービスを主要業務とする子会社を 7社所有し、

多くの国内事務所と各種の高級エンジニア、中級エンジニ

ア、高級技術管理者を有している。 

7 

 

北京国電龍源環保工程

有限公司（国電龍源環保） 

www.lyhb.cn 

中国国電集団国電科技環保集団有限公司の子会社で、1993

年 5月に設立された。電力環境汚染処理に従事する企業とし

ては国内で最も早く設立された全国環境保護産業基幹企業

である。主に、大型火力発電所の石炭燃焼ユニットの排煙脱

硫システム、脱硝システム、脱じん、海水淡水化、水処理、

かす除去、ごみ焼却などを取り扱う。同社は 1998年、独 FBE

社（旧 STEINMüLLER）から国際レベルの石灰石/石灰-石膏湿

法排煙脱硫技術の全ユニットを取り入れ、FBE社と提携し

て、北京第一火力発電所、浙江半山発電所、重慶発電所の 3

カ所で国内では最も早く湿法排煙脱硫モデル事業を完成さ

せた。その後、国内で初めて 200MW、300MWの脱硫装置を建

設し、国家科学技術部による「863」計画の「大型石炭火力

発電所ボイラーの排煙脱硫技術及び設備のシステム化」事業

を担当し、独自の知的財産権を持つ「龍源湿法排煙脱硫集合

技術」を形成した。このうち 14件について特許を出願して

おり、各技術の経済指標はどれも世界先端レベルに達してい

る。すでに多くの脱硫システムで運用に成功しており、2006

年 12月末時点で、稼動総業績は 1万 4,298MWに達した。2003

年末、同社は独 FBE社から先進的な選択性触媒還元脱窒素

（SCR）技術を取り入れてもいる。同社は現在、国電銅陵発

電所の 1×600MW ユニット、国電北侖 3期 1×1000MWユニッ

ト、大唐高井発電所 4×50MW、2×100MW、天津東北郊 2×300MW

ユニットの脱窒素システムを建設しており、総業績は

2,600MWに達する。 

8 

 

武漢天博環保科技発展

有限公司 

www.whtb.com 

武漢天博環保科技発展有限公司の登録資本金は 1,000万元

で、環境保護吸音製品と大型、中型防音壁の開発、生産、応

用と環境保護システムの設計、施工に従事する総合的科学技

術企業である。中国環境保護産業協会常務理事、中国騒音振

動コントロール委員会委員、国家級たいまつ計画事業開発応

用団体、湖北省ハイテク企業、武漢環境保護産業協会副会長

http://www.zs-environment.com/
http://www.lyhb.cn/
http://www.whtb.com/
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である。同社は設立以来、国内の重点大学、科学研究機関と

提携し、欧米各国の環境保護吸音製品分野で広く利用されて

いる先進技術や研究経験を参考とし、多額の投資によって、

FB（セメント耐性多孔軽質複合吸音ボード）、PB（セメント

加圧多孔複合吸音ボード）、CEB（セメント木屑複合吸音ボ

ード）、TEG（アルミボード、カラースチールボード多孔複

合吸音ボード）など 4大シリーズ多種規格の防音製品を研究

開発した。全てが中国科学院などの国家級検測機関のテスト

を通過し、優れた性能を誇る。このうち、FB、CEBの 2シリ

ーズ防音製品は国内市場で完全に輸入品に取って替わり、技

術性能は国内最先端レベルで、国家特許を取得済みとなって

いる。現在すでに 4大シリーズ数十種規格の防音製品を大量

生産する能力を備え、これらの製品は、鉄道、道路、都市鉄

道、トンネル、陸橋、工業、民間用建築、その他审内防音シ

ステムに広く利用されている。同社はすでに、政府主管部門

の公布する「環境保護製品許可証」、「汚染処理システム設

計、施工許可証」、国家建設部が公布する「環境保護システ

ム専門請負」資質証書を取得している。2002年 11月には、

ISO9001:2000国際品質体系認証を取得し、国家専業銀行か

ら例年 AAA信用レベルを獲得している。同社が独自に研究開

発し大量生産する CEB（セメント木屑複合吸音ボード）は、

国家科学技術部の 2003年度国家級「たいまつ計画」に組み

込まれている。 

9 

 

武漢凱迪電力環保有限

公司 

www.kdpe.com.cn 

武漢凱迪電力環保有限公司は、武漢凱迪電力股フェン有限公

司（深セン上場コード、000939）の優れた資源の整備統合を

基礎とし、2004 年 6月に設立されたハイテク環境保護シス

テム企業で、武漢東湖新技術開発区で登記された。2007年 5

月、国際的に著名なファンド管理企業である CCMPAは同社に

対する株式買収を完了し、同社の 80％の株式を保有して筆

頭株主となった。同社の業務範囲は、大気汚染コントロール

設備の生産販売とアフターサービスで、大気汚染コントロー

ル設備、装置の設計、システム応用、建設、購入、設置、運

用、維持、管理、その他の関連サービスに従事する。同社は

国際市場先端レベルの独 WULFF社から回流循環流動床乾式

排煙脱硫技術を、米 Babcook&Wilcox社から湿式排煙脱硫技

術と SCR（Selective Catalytic Reduction）排煙脱硝技術

http://www.kdpe.com.cn/
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を、米 MARSULEX ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES社からアンモ

ニア法脱硫技術を取り入れた。環境システム設計甲級資質、

環境システム情報案内甲級資質を備え、国家優秀ハイテク企

業栄誉称号を獲得し、AAA級信用証書、品質管理体系認証証

書、環境管理体系認証証書、職業健康安全管理体系認証証書

を取得している。 

10 

 

広州市環境保護工程設

計院有限公司 

www.gzep.com 

広州市環境保護工程設計院有限公司は、広州市環境保護局に

属し広州市環境保護工程設計院に対する 2003年の制度改正

により設立された。総合環境保護サービスサプライヤーとし

て、環境工事、市政工事の設計及び請負、環境保護設備の運

営、工事情報案内、環境影響評価、安全評価、クリーン生産

審査及び環境保護設備製造など多分野を業務範囲とする。二

十年にわたる環境保護総合サービスの経験を持ち、化工、食

品、砂糖製造、生物化学、回路板、プリント、造紙、機械加

工、金属表面処理、印刷などの工業分野で豊富な環境保護サ

ービス経験を積んできた。同社のサービスと技術のレベル

は、宝潔、高露潔、雅芳、立白、八一化工、单碱、中糧屯河、

徐福記、星湖生物科技、奥桑味精、海天、依利安達、旺隆印

染工業パーク、東莞世麗、森葉紙業、五羊本田、広銅、神鋼

線材、雅図仕などの著名企業の環境保護問題解決に寄与する

とともに向上してきた。同社が独自に開発した「一体化多級

A/O」(UNIAO)技術は、中小都市の汚水処理に特に適しており、

広東省の始興、共和、郁单、江蘇省灌雲などの都市汚水処理

工場で応用に成功している。投資費用・稼動費用が尐ないこ

と、維持管理が簡卖であることなどのメリットを持ち、国家

重点環境保護实用技術に選ばれている。同社は、天津武清、

新塘旺隆、珠海单水、恵州七汚、福建ショウ浦皮革工業パー

クなど多くの工業パークの汚水処理工場設計を完成させて

きた。全国の環境保護産業市場を絶えず開拓し、江蘇省、安

徽省、浙江省、福建省、湖北省、湖单省、北京市、海单省、

広西チワン族自治区、四川省、山西省、内モンゴル自治区、

新疆ウイグル自治区などの省、市で全国的な市場販売サービ

スネットワークを確立している。 
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