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 Ⅰ 事業の目的と報告の趣旨 
 

我が国の成長戦略やエネルギー戦略上、世界の成長エンジンとして経済成長著しいアジ

ア市場はその要諦であるが、このアジア地域が持続的な経済成長を遂げるには、健全な経

済発展に加えて、安定的なエネルギーの確保及び地球温暖化を含む環境問題の解決が不可

欠である。中でも、平成22年に我が国を抜いて世界第２位のGDPを達成した中国は、アジ

ア経済成長の原動力であり、かつ膨大なエネルギー需要、環境問題が内在する国として、

我が国の戦略上最重点地域の一つとして位置付けられる。中国における省エネルギーや再

生可能エネルギーやその他エネルギー（以下「省エネルギー等」という。）の促進、環境

技術の普及は、アジア域内の持続的な成長を助け、ひいては我が国の経済成長、安定的な

エネルギーの確保にも資するものである。 

我が国は、省エネルギー等・環境分野において一日の長があり、我が国の優れた省エネ

ルギー等・環境技術及び機器の中国における普及は、中国やアジア域内のエネルギーセキ

ュリティや環境問題の解決につながるのみならず、我が国のビジネス海外展開やエネルギ

ーセキュリティ確保の視点からも非常に重要である。 

我が国が有するこれら省エネルギー等・環境技術及び機器を加速的に中国に普及させる

ためには、民間によるビジネスベースの取り組みのみでは不十分であり、官民が、適切な

役割分担の下で一体となって取り組んでいくことが必要となる。本事業では、個々の企業

では解決し難い障害や問題の解決に向けて、中国中央及び地方政府・関係機関等と連携・

交流を図り、省エネルギー等・環境分野における我が国民間企業・関係団体等の中国進出

に向けた環境整備を実施した。 

具体的には、第13回日中省エネルギー・環境総合フォーラムを東京にて開催し、またこ

れに先立ち、「技術交流会」を大連市と蘇州市にて実施した。一方、省エネルギー等・環

境技術及び機器の中国における普及に関する議論を行うため、日中省エネルギー・環境ビ

ジネス推進協議会の会議を開催するとともに、協力案件発掘・形成に向けた官民ミッショ

ンの派遣・受入等を行った。これらの活動を通じて、省エネルギー等・環境技術及び機器

の中国における普及のために必要な政策上の課題を抽出し、報告書にとりまとめた。 
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 Ⅱ 中国の省エネルギー・環境政策の動向 
 

１．2019年度の省エネルギー・環境政策等の取り組みの推移 

2019年度の中国の省エネルギー・環境分野の取り組みは、2017年に示された今後３年

間の重点指針「三大堅塁（過剰債務等重大なリスク回避、貧困脱却、環境汚染防止）攻略

戦」に基づき、引き続き重点分野に位置づけられている。 

また、2018 年 12 月中央経済工作会議では、「企業に対して、環境ガバナンスにおけるソ

リューションを提示するよう働きかける」、「長江経済ベルトの発展と同地域の生態環境保

護・修復の双方に取り組むことで質の高い経済発展を実現する」など、経済発展と環境保護

の両立を強調し、企業に対しても積極的な取り組みを要求している。関連する取り組みを具

体的に見ていくと以下の通りである。 

＜大気汚染に対する取り組み＞ 

2018年の「青空防衛戦勝利３年行動計画」、2019年３月政府活動報告での「汚染対策が強

化され、微小粒子状物質（PM2.5）の濃度が引き続き低下し、生態文明建設が顕著な効果を

あげた。」という報告などから、大気の状況が、国単位での取り組みにより改善しているこ

とが分かる。2020 年１月 12～13日に開かれた生態環境部工作会議においても、主要汚染物

質の排出量と PM2.5 基準未達成の一定規模以上の都市における PM2.5 濃度が継続的に削減

されていると発表された。 

＜水質汚染に対する取り組み＞ 

「水十条」と称される「水汚染対策行動計画（2015年施行）」に基づき、深刻化する

「黒臭水」（黒く濁り、悪臭を放つ水のこと）の問題を中心に取り組んできた。生態環境

部によると全国 295の地級市以上の都市を対象に見ると 2899箇所で「黒臭水」が見ら

れ、そのうち 86.7%が 2019 年末までに解消し、直轄市や省都などの重点都市に絞るとその

割合は 96.2%に達するという。中国政府は 2016年からこの問題に１兆 1000億元以上を投

じており、取り組みの成果が出ている。 

＜固形廃棄物がもたらす汚染への取り組み＞ 

中国は、非工業由来の廃プラスチックの輸入を禁止しており、生態環境部によると 2019

年は固形廃棄物の輸入量が前年比 40.4％の削減となった。また、2019年７月より上海市に

おいてごみの分別が本格的に始まるなど、国内における取り組みが強化されている。 

＜土壌汚染に対する取り組み＞ 

「土十条」と称される「土壌汚染対策行動計画（2016 年施行）」に加え、2018 年 8 月 31

日に懸案の「土壌汚染防止法」が制定され、2019年１月１日から施行された。また、国が定

める農薬の規制対象を大幅に拡大するなど、取り組みをいっそう強化している。 

 

下記では、関連する政府発表や報道などから、省エネ・環境対策における主要な出来事を
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時系列で紹介する。なお、原則として政府発表等をもとに作成しており、報道から引用した

ものは出典を記載した。 

 

＜省エネルギー・環境保護全般＞ 

◆５月 30日 

生態環境部が「資源環境生態レッドライン管理の指導意見」を発表 

生態環境部は「資源環境生態レッドライン管理の指導意見」を発表した。この指導意見に

より、環境関連の行政処分に関して、地方の生態環境部門が持つ自由裁量権の基準が従来よ

りも明確になった。また、自由裁量権の行使をルール化し、環境関連法令をより公正、的確

に執行することを目的としている。 

指導意見では、地方政府の生態環境部門が行政処分を行う際に、法令が定めた範囲内で自

由裁量権を行使できると明記しており、経済や社会の発展の度合いといった地域の実情な

どを考慮して一定程度の裁量が認められている。さらに公開・公平・公正の原則順守も義務

付け、透明性の向上を図っている。 

※指導意見：政府が示す、法的拘束力のない基本方針 

 

◆６月７日 

国家発展改革委員会がレアアースの専門家を集め懇談会 

国家発展改革委員会はレアアース業界の専門家を集めて懇談会を開催し、意見を聴取し

た。専門家からはレアアース業界の現状として、①中国はレアアースの資源的優位性を有し、

業界では産業の高度化による発展を強化しているが、一方で盗掘や違法生産、密輸等が後を

絶たず、環境汚染問題も深刻である。②国内のレアアース製品はミドル・ローエンドが主で、

ハイエンドの応用技術に問題がある、という指摘があった。 

また、レアアースそのものは再生不可能な資源であることから、国家は業界への全面的な

監督を強化すべきであり違法生産を厳しく取り締まるべきだ、という意見や、輸出管理を強

化し、レアアース輸出の全フローでのトレーサビリティと審査体制の構築が必要だという

意見が出された。（出典：政府網） 

 

◆６月５日 

李克強国務院総理が「固形廃棄物環境汚染防止法（改正案）」を了承 

李克強国務院総理は国務院常務会議を開催し、「固形廃棄物環境汚染防止法（改正案）」を

了承した。改正案では、工業固形廃棄物の生産者責任を強化し、排出許可制度を整備し、ま

た、生活ごみの分別、回収、輸送、処理システムを早期に構築するよう要求している。（出

典：政府網） 
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◆６月 29日 

G20 大阪サミットで「大阪首脳宣言」が採択される 

G20大阪サミットで「大阪首脳宣言」が採択され、「地球環境問題及び課題」、「気候変動」、

「エネルギー」、「環境」の項目の中で、省エネルギー・環境分野について言及があった。内

容は下記の通り。（出典：外務省 HP） 

 

地球環境問題及び課題 

・イノベーションを通じた「環境と成長の好循環」の実現が重要。 

・「気候変動に関する政府間パネル」（IPCC）等の作業に留意しつつ、気候変動、海洋プラス

チックごみ、生物多様性の損失等の環境問題を含むグローバルな課題に対処。持続可能な

成長を促進しつつ、エネルギー転換を促進する必要性を認識。 

 

気候変動 

・持続可能な開発のための包括的資金調達、並びに、低排出及び強じんな開発のための幅広

い分野におけるイノベーションを促進するために努力。 

・ブエノスアイレスにおいてパリ協定の不可逆性を確認し、それを実施することを決定した

同協定の署名国は、完全な実行へのコミットメントを再確認。 

・米国は、パリ協定から脱退するとの決定を再確認し、経済成長、エネルギー安全保障とア

クセス及び環境保護を促進するとの強いコミットメントを再確認。引き続き、排出量削減、

よりクリーンな環境の提供のため、先進技術の開発と配備にコミット。 

 

エネルギー 

・「3E＋S」（エネルギー安全保障、経済効率性、環境＋安全性）を実現するエネルギー転換

が重要。 

・エネルギーミックスにおけるあらゆるエネルギー源及び技術の役割、並びに、よりクリー

ンなエネルギーシステムを達成するために国によって異なる道筋が存在することを認識。 

・水素並びに、各国の状況に応じて、「カーボン・リサイクル」等に関する作業に留意しつ

つ、二酸化炭素回収・利用・貯留（CCUS）を含む、エネルギー転換に向けた革新的、クリ

ーンで効率的な技術の更なる発展によってもたらされる機会を認識。 

・日本の「クリーンエネルギー技術のための研究開発（RD20）」イニシアティブを認識。 

・エネルギーの安全な流れに関する懸念を浮き彫りにした最近の出来事を考慮し、エネルギ

ーシステム変換のための指針の一つとしての世界のエネルギー安全保障の重要性を認識。 

 

環境 

・循環経済、持続可能な物質管理、3R（リデュース、リユース、リサイクル）による資源効

率性向上が、SDGs達成、環境問題に対処する。 

・2050 年までに海洋プラスチックごみによる追加的な汚染をゼロにすることを目指す「大

阪ブルー・オーシャン・ビジョン」を共有し、「G20 海洋プラスチックごみ対策実施枠組」

を支持。 

・海洋資源の持続的な利用を確保し、生物多様性を含め、海洋環境を保全するために、違法・

無報告・無規制（IUU）漁業に対処する重要性を認識。 

 

◆８月９日 

中央結算公司が 19年上半期のグリーンボンド発行量を発表 

中央決算公司は、2019年上半期に中国で発行された「グリーンボンド（環境債）」の発行

量が約 1439 億元に上ると発表した。このうち、低炭素社会に関連する交通分野において、



 

9 

 

最も多くのグリーンボンドが発行されている。 

中央決算公司は、中国の財政部から中国全土の国債を管理する枠組みの構築・運営を許可

されている唯一の金融機関である。 

※下半期の発行量は未発表。 

 

◆８月 23 日 

生態環境部が 19 年上半期における環境汚染の行政処分状況を公表 

 生態環境部は、2019 年１～６月の環境汚染の行政処分が 63744 件あり、罰金の総額は

46.33 億元に上ると発表した。このうち、行政処分の件数が多かった５つの省は、河北省、

広東省、山東省、江蘇省、河南省だった。 

 ※下半期の数字は未発表。 

 

◆８月 28 日  

全人代常務委員会が「再生可能エネルギー法」の見直しに向けた検査を実施 

 全国人民代表大会常務委員会は、「再生可能エネルギー法」の法執行について、検査を行

うと発表した。今回の検査・調査は、現状把握、問題点の解決、再生可能エネルギーの生産

と高効率な利用、エネルギーの構造調整、経済と社会の質の高い発展を促進することなどを

主な目的としている。 

 具体的には、10 月までを目安に、６つの省もしくは自治区（新疆ウイグル自治区、吉林

省、甘粛省、青海省、寧夏回族自治区、河北省）で査察を実施し、12 の省もしくは自治区

（山西省、内モンゴル自治区、黒龍江省、浙江省、山東省、湖北省、湖南省、広東省、広西

チワン族自治区、四川省、雲南省、チベット自治区）にある現地の人民代表大会常務委員会

に、これらの内容に関する査察の実施を委託する。（出典：新華社通信） 

 

◆11月４日 

李克強国務院総理が第 22回 ASEAN日中韓（ASEAN＋３）首脳会議で演説 

李克強国務院総理はバンコクで開催された第 22回東南アジア諸国連合（ASEAN）・日中韓

（ASEAN＋３）首脳会議に出席し、重要演説を行った。省エネルギー・環境分野の発言要旨

は以下の通り。（出典：中国通信＝共同） 

・「『コネクティビティ基本計画 2025』の結合に関する共同声明」を発表した。中国として

は各国と共に、「一帯一路」共同建設イニシアチブと地域相互接続イニシアチブの徹底し

た結合に取り組み、高い基準で民生保証を充実させ、持続可能な理念を実践する。そして、

開放的で、クリーンかつグリーンな発展をサポートすることにより、経済回廊の共同建設、

経済貿易産業パークの発展、市場ルールや規格の「軟聯通」〈ソフト面の接続〉加速などの

面で協力を強化する。また、これらによって地域各国の連動・融合した発展を促進したい。 

・都市・農村住民の一人当たり可処分所得は経済成長とほぼ同率で伸び、生態環境は着実に
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改善され、基本的な暮らしの保障レベルは引き続き高まっている。 

 

◆11月７日 

習近平国家主席が仏・マクロン大統領とパリ協定維持を確認 

習近平国家主席とフランスのマクロン大統領が北京で会談し、トランプ米政権が国連に

離脱を通告した地球温暖化対策の国際枠組み「パリ協定」の維持に向け、協力を確認した。

中国はパリ協定を順守する姿勢を示し、米国をけん制すると同時に環境分野で存在感を高

める狙いがある。習氏は会談で「中仏両国は大国の責任を示す必要がある」と述べた。 

両氏は生物多様性の保護と気候変動に関する北京イニシアチブを取りまとめ、パリ協定

を強く支持すると重ねて表明し、来年中国雲南省昆明で開催する生物多様性条約締約国会

議で以降の新たな保全目標を策定するため、各国に協力を呼び掛ける方針で一致した。（出

典：北京共同） 

 

◆12月９日 

生態環境部・李干傑部長が生態環境保護分野の成果に言及 

生態環境部の李干傑部長は、中国共産党中央党校の機関紙『学習時報』の中で、新中国建

国から 70年間にわたり、生態環境保護分野で歴史的な成果と変化が起こったと述べた。 

記事では、国家レベルで戦略部門が強化されることで制度が整備されており、汚染対策の

取り組みが強化されていることや、汚染対策に取り組む枠組みがこの 70年間で変化し、国

際的な協力も継続的に拡大していることなどが紹介された。 

 

◆12月 10～12日 

中央経済工作会議が北京で開かれる 

 サプライサイド改革、質の高い経済発展、「６つの安定」業務などにおける成果や、3 大

テーマ（脱貧困、金融リスクの抑制、生態環境の質の総合的な改善）などにおける成果が強

調された。その上で、「第 13次５カ年計画」が順調に進められ、全面的な小康社会の建設に

向けて大きく進展しているなどの内容が述べられた。 

2020年に向けては、イノベーション、強調、グリーン、開放、共有をキーワードとする新

しい発展の理念を維持すること、質の高い発展を実現すること、３大テーマへの取り組み強

化、社会保障の充実、安定した財政政策・通貨政策の実施、質の高い発展、経済の構造改革

の深化という６つを重点業務として位置づけた。 

 

◆12月 22日 

第 12回日中韓経済貿易大臣会合で共同声明採択 

 北京で第 12 回日中韓経済貿易大臣会合が開催され、日本からは梶山弘志経済産業大臣、

中国からは鍾山商務部長、韓国からは成允模産業通商資源部長官が出席し、RCEP、日中韓
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FTA、三国間協力（デジタル経済等）などについて議論を行い、共同声明を採択した。 

共同声明の中では、日中韓三か国の経済・貿易大臣が、日中韓プラス協力、エネルギー、

高齢化社会への対応に関する協力について有意義な議論を行ったこと、また、エネルギーの

議論に関しては、成功裏にエネルギーシステムを変革し、エネルギー転換の過程において協

力する必要性を強調する一方、世界的には化石燃料が今なお主要な役割を果たしていると

認識することが重要であるという認識で一致した旨が盛り込まれた。 

 

◆12 月 23 日 

全人代常務委員会で「固体廃棄物環境汚染防止法」の修正法案が第２次審議に入る 

 中国ではゴミ処理問題が深刻化し郊外にゴミの山ができる現象が各地で見られる一方で、

上海市ではゴミの分別がルール化されるなど、状況が大きく変化していることを背景に、第

13 期全人代常務委員会第 15 回会議では「固体廃棄物環境汚染防止法」の修正法案が第２次

審議に入った。第２次審議では、固形廃棄物による環境汚染について抑制・防止の過程で「減

量化、資源化、無害化の原則」を継続するほか、ゴミの分別・リサイクルや使い捨てプラス

チック製品についても、さらに踏み込んだ規定を盛り込んでいる。 

 

◆12月 24日 

第８回日中韓サミットで安倍晋三総理大臣が環境分野について言及 

 成都で第８回日中韓サミットが開催され、日本からは安倍晋三総理大臣、中国からは李克

強国務院総理、韓国からは文在寅大統領が出席した。日中韓協力開始から 20周年となる今

年は、３首脳が３カ国協力を総括すると共に、今後 10年の日中韓協力の方向性について議

論した。会議終了後には、成果文書「次の 10年に向けた３カ国協力に関するビジョン」が

発出された。省エネルギー・環境分野においては、安倍総理大臣から下記２点の言及があっ

た。（出典：外務省 HP） 

・今や人の往来だけでなく、ごみまでも海を往来し、共通の課題となった。本年の G20大阪

サミットで合意した「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」とその実現に向けた「実施枠

組」は、その解決に向けた基盤である。 

・先月の３か国環境大臣会合で、この大阪で合意したビジョンと実施枠組のもとで、３か国

で具体的な行動がスタートしたことを歓迎。海洋プラスチックごみ問題の協力に向けて、

日中韓が世界をリードしていきたい。 

 

◆12 月 25 日 

全人代常務委員会で「財政生態環境保護資金の分配と使用状況」に関する報告発表 

第 13 期全人代常務委員会第 15 回会議が開催され、「財政生態環境保護資金の分配と使用

状況」に関する報告が行われ、報告に対して主に下記４点の意見が挙がった。 

１．広範囲に持続的な資金投下を行う仕組みを構築する 
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２．生態補償制度を整備するために、生態環境やその価値などを数値化する 

３．ぜい弱性のある分野と地域への資金投下を強化する 

４．資金の管理と利用水準を向上させる 

※「生態補償制度」とは、環境に悪影響を及ぼす、または及ぼし得る経済活動やその製品・

サービスの利用に対して、罰金を含めたペナルティを課す制度。 

 

◆１月８日 

政協全国委新年茶話会で習近平国家主席が省エネルギー・環境分野について演説 

政協全国委新年茶話会が開催され、習近平国家主席が省エネルギー・環境分野について発

言を行った。発言は以下の通りである。（出典：中国通信＝共同） 

「党中央は、全国各民族人民の団結を図り、リードし、国内外のリスク・試練が顕著に増

大した複雑な局面に冷静沈着に対応し、新たな発展理念を貫徹した。そして、３大堅塁攻略

戦重大リスクの予防・解消、的確な貧困脱却、環境汚染防止にしっかり取り組み、経済建設、

政治建設、文化建設、社会建設、エコ文明建設が新たな重大な進展を収めるよう後押しした。

また、貧困脱却攻略戦が継続的に力強く進み、第 13 次５カ年計画（2016-20 年）の主要指

標の進度が予想と合致し、小康社会全面完成のためのより堅固な基礎が築かれた。」 

 

◆１月 12-13日 

生態環境部が 2020年の方針を発表 

 生態環境部は、2019年の環境行政を総括し、2020年の方針を決定する工作会議を北京市

で開いた。李干傑生態環境部長は 2020年の方針として、「目標に沿って段階的な環境汚染対

策作業を進めていく」と説明。その上で「大局的な観点をもち、多重的な目標の中でバラン

スを取る」とし、景気が失速傾向にある中で、経済成長と環境対策を両立させていく考えを

示唆した。 

このほか 2020年の方針として、◇大気汚染対策の総合的な計画となる「青空を守る戦い」

（2018～2020 年）の全面的な目標達成◇「水汚染防止行動計画」に沿って水源地や都市部

の水質汚染を重点的に改善する◇「土壌汚染防止行動計画」に沿って農地の土壌汚染調査結

果を実際の改善につなげることや、固形廃棄物の輸入ゼロ実現を目指す◇原子力発電施設

の安全管理を強化する、などを挙げた。 

2019年の成果としては、具体的な数値は挙げなかったものの微小粒子状物質「PM2.5」の

目標未達都市での大気中の濃度引き下げが進んだこと、全国の地級市以上の都市で水質汚

染 2513件を改善したこと、固形廃棄物の輸入量を前年比 40.4％削減したことなどがあった

と発表されている。 

 

◆１月 20 日 

 国家発展改革委員会などが「水力以外の再生可能エネルギー発電の健全な発展促進に関
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する若干の意見」を発表 

 国家発展改革委員会、財政部、能源局は、水力以外の再生可能エネルギーは中国のエネル

ギー供給における重要な要素であることから、その健全な発展を促進するための意見を発

表した。具体的には、現行の補助金制度のさらなる合理化、市場配置と補助金補助金逓減制

度の整備、補助金支給プロセスの簡素化、地方政府単位での取り組み強化などが含まれてい

る。 

 

◆１月 20 日 

国家発展改革委員会などがプラスチック汚染をさらに抑制するための意見を発表 

 国家発展改革委員会と生態環境部は、プラスチック汚染をさらに抑制し、プラスチック製

品の管理体制を整備すべく、国務院の同意を経て、同意見を発表した。発表では段階的な対

応策、仕組みの構築についての意見が示されており、まず 2020 年までに、一部の地域や分

野におけるプラスチック製品の生産・販売・利用を禁止または制限する。次に、2022 年ま

でに使い捨てプラスチックの消費量を減少させ、代替品を普及させることにより、プラスチ

ック廃棄物の資源化・エネルギー化を促進する。そして、2025 年までにプラスチック製品

の生産・物流・消費・リサイクルという循環を管理する基本的な仕組みを構築していくとし

ている。 

 

＜大気汚染関連＞ 

◆４月 28日 

生態環境部などが「鉄鋼業界の超低排出化推進に関する意見」を発表 

生態環境部、国家発展改革委員会など政府５部門は、「鉄鋼業界の超低排出化推進に関す

る意見」を発表した。意見では原料から製鉄、輸送に至る全ての工程で生産設備の改善によ

る大気汚染物質の大幅な削減を図られており、2025 年末までに全国の鉄鋼生産能力のうち

80％以上で超低排出化の実現を目指すとしている。 

また、原則として今後新たに建設される全ての鉄鋼関連の設備について超低排出の基準

を満たすよう義務付けたほか、これらの取り組みを総合し、大気汚染対策の重点地域である

京津冀および周辺地域、長江デルタ地域、汾渭平原（山西省・河南省・陝西省）では 2025

年末までにほぼ全量の改善を行うこととしている。さらにこの方針を積極的に推進し改善

に取り組む企業に対しては、環境保護税をはじめ、電力料金、資金融資等での優遇方針も併

せて実施する。 

 

 

 

◆６月 25 日 

生態環境部が「重点業界における揮発性有機化合物の総合対策方案」を発表 
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 生態環境部は「重点業界における揮発性有機化合物の総合対策方案」を発表し、2020 年

までに揮発性有機化合物が引き起こす大気汚染を抑制するための仕組みづくり、重点エリ

アと重点業界について成果を挙げることなどを主要目標として打ち出した。また、第 13 次

５カ年計画で定めている PM2.5 を引き起こす主要な物質である揮発性有機化合物の排出量

の 10％削減、温室効果ガスの排出抑制を関連部門と共同で推進し、大気の質を引き続き改

善していくとしている。 

※重点エリア：京津冀及びその周辺エリア、長江デルタ、汾渭平原（山西省・河南省・陝

西省の一部の地域）などを指す。 

※重点業界：石油化工業、化学工業、工業塗装、包装印刷、石油精製品の貯蔵・運搬・販

売などの業界を指す。 

 

◆７月１日  

生態環境部などが「揮発性有機化合物の無組織排出制御基準」を発表 

 生態環境部と国家市場監督管理総局は「揮発性有機化合物の無組織排出制御基準」を発表 

し、揮発性有機化合物の無組織排出に関する規定を打ち出した。６月に発表された総合対策

方案と比較すると、内容が具体的な数値や処理方法が詳細に記載されている。 

※「無組織排出」：排気煙突を通さずに大気汚染物を排出することで、汚染度を把握する

だけでなく、工場などの建築構造のぜい弱性を指摘する際にも活用される概念。 

 

◆７月 25日 

工業信息化部などが「重点エリアにおける鋳造工場の新設を禁止する通知」を発表 

中国の工業信息化部、国家発展改革委員会、生態環境部は、「重点エリアにおける鋳造工

場の新設を禁止する通知」を発表した。 

具体的には、鋳造工場をやむを得ず新設、改修する必要がある場合は、原則燃料に天然ガ

スなどのクリーンエネルギーを使用すること、揮発性有機化合物（VOCs）処理装置を設ける

ことを条件に認める。条件を備えた重点地域には、汚染物質の排出を減らした環境配慮型の

鋳造産業園を設けることも奨励。鋳造工場の非重点地域への移転も促す。 

本通知は、京津冀（北京市・天津市・河北省）と周辺地域、長江デルタ地域、山西省・河

南省・陝西省にまたがる汾渭平原が対象となる。 

 

◆９月７日 

鉄鋼 15社が「中国鉄鋼企業グリーン発展宣言」を採択 

中国鉄鋼業界の 15社が「中国鉄鋼企業グリーン発展宣言」を採択した。鉄鋼生産の過程

で環境への負荷を減らし、より都市や生態系に配慮した産業発展を推進する。 

業界団体の中国鉄鋼工業協会が７日に北京市で主催した「建国 70 周年座談会」に合わせ、

中国宝武鋼鉄集団、鞍鋼集団、首鋼集団など大手 15社が署名した。宣言は中国鉄鋼業界の
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環境対策について「省エネと環境保護の水準は既に世界の先頭グループに入った」と自己評

価。その上で、未来に向けてグリーン発展の理念をさらに確固たるものとし、環境対策のス

マート化や都市との調和、一段の低炭素化などに取り組むとしている。（出典：澎湃新聞） 

 

＜水質汚染関連＞ 

◆８月 21日 

中国捺染業協会が「水十条」の取り組みで大幅な節水を達成したと発表 

 中国捺染業協会（中国語名：中国印染行業協会）は、「水質汚染防止行動計画（水十条）」

で捺染業にも言及があることから、染色整理工程において排水を減らす取り組みを推進し、

その結果煮出しや酵素を入れるなどの前処理段階で 10～40％、染色工程で 15～30%、塗料使

用や捺染などの最終工程で 50%以上の節水を実現したと発表した。 

※捺染（なっせん）：布地に模様を印刷する染色方法 

 

◆１月 17日 

生態環境部が定例記者会見において「水十条」の進展に言及 

生態環境部は定例記者会見で「水質汚染防止行動計画（水十条）」の進展について、水十

条には明確な期限を設定したプロジェクト 51件のうち 20件が期限内に終了し、残る 31件

についても現在進行中だがすでに前向きな成果が挙がっていると報告した。 

 

＜固形廃棄物関連＞ 

◆４月 28日 

生態環境部が全国 11都市を固形廃棄物削減のモデル都市に選定 

生態環境部は全国の 11都市を固形廃棄物削減のモデル都市に選定した。都市で発生する

固形廃棄物を最小限に抑制し、発生した固形廃棄物は資源として再利用または無害化処理

する管理モデルの構築に向けた試験的な取り組みを推進するとしている。 

モデル都市に選ばれたのは、深セン市、内モンゴル自治区包頭市、安徽省銅陵市、山東省

威海市、重慶市（中心部）、浙江省紹興市、海南省三亜市、河南省許昌市、江蘇省徐州市、

遼寧省盤錦市、青海省西寧市。 

 

◆５月３日 

アジア開発銀行が海洋汚染抑止へ５千億円規模の支援を発表 

日本や中国が加盟するアジア開発銀行（ADB）がフィジーで年次総会を開き、プラスチッ

クごみ問題が深刻化している海洋汚染の抑止に向け、2024 年までに 50 億ドル（約 5600 億

円）規模の資金・技術を支援すると発表した。支援はごみの減量・再利用の促進や、漁業、

観光業の持続可能性の向上、環境負荷の少ない港湾や下水道の整備などにも充てる。（出典：
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ナンディ（フィジー）共同） 

 

◆７月１日 

上海市で「上海市生活ゴミ管理条例」が施行 

2019 年１月 31 日に上海市代 15 回人民代表大会第２次会議を通過した「上海市生活ゴミ

管理条例」が施行された。全 10章 65条からなるこの条例では、生活ゴミを４種類に分別し

て処理することや、違反した際の罰金などが定められている。 

具体的には、条例では主に「生ごみ」、紙類などの「乾いたごみ」、「再生可能なごみ」、電

池などの「有害なごみ」に分別するよう規定。違反した個人には最高 200元、事業者には同

５万元の罰金が科される。 

 

◆11月 24日 

第 21回日中韓３カ国環境大臣会合で海洋プラごみ対策強化の共同声明採択 

日中韓３カ国環境大臣会合で、日中韓環境相が深刻化する海洋プラスチックごみ対策強

化などを盛り込んだ共同声明を採択した。共同声明では気候変動や生物多様性、海洋・水資

源管理など、来年以降の５年間で３カ国が優先的に取り組む８分野を選定。新たな行動計画

には国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」の観点も盛り込み、来年に韓国で開催する次の

３カ国会合で詳細を決める。海洋プラごみ問題は特に重要だとして、全８分野で横断的に取

り組む。プラごみの海洋流出を防ぐため、廃棄物の適切な処理や、レジ袋削減などを通じた

市民への啓発活動を進める。海洋汚染の実態解明に向けた研究協力も想定する。（出典：共

同通信） 

 

２．2019年度の省エネルギー・主要汚染物質排出削減状況 

 生態環境部をはじめとする中国政府の発表より、大気汚染と水質汚染の状況が継続的

に改善され、固形廃棄物処理の取り組みが強化されていることが分かる。 

2020年２月 28日に発表された統計公報によれば、工業用水が前年比で 2.1%減少、農

業用水が前年比で 0.5%減少している。また、全エネルギー消費に占める石炭使用の割

合が前年比で 1.5ポイント減少しており、産業レベルでは、省エネ・環境保護方面にお

ける取り組みが成果を挙げていることが分かる。 

一方で、引き続き石炭が全エネルギーの半分以上を占めている点を踏まえると、日常

生活レベルでの取り組みや低炭素化の実現には、さらなる推進が求められる。 

今後開催される全国人民代表大会（３月５日に開催が予定されていたが、新型コロナウ

イルスによる影響のため延期）では、産業レベルをはじめとする取り組みによる成果を

評価しつつも、さらなる強化のための政策を議論することが予想される。 

付録・2019 年度国民経済・社会発展計画の執行についての報告 

（中国国家発展改革委員会 2020 年２月 28 日発表速報値） 
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分野 内容 単位 数量・金額 
前年比

（％） 
その他・関連情報 

経
済
関
連
（
国
内
） 

国内総生産（GDP） 億元 990,865 + 6.1 年度初期目標 6.0～6.5%増 

1人当たりの国内総生産 元 70,892 + 5.7  

第 1次産業 億元 70,467 + 3.1 GDPに占めるシェア 7.1％ 

 うち食糧生産量 万トン 66,384 + 0.9 豚肉▲21.3％ 

第 2次産業 億元 386,165 + 5.7 GDPに占めるシェア 39.0％ 

 工業 億元 317,109 + 5.7 自動車▲8.3(2552.8万輌) 

 うち発電量 億 kw/h 75,034 + 4.7  

第 3次産業 億元 534,233 + 6.9 GDPに占めるシェア 53.9％ 

社会消費財小売総額 億元 411,649 + 8.0  

実物商品オンライン小売額 億元 85,239 + 19.5  

消費者物価指数（CPI） 前年 100 102.9 + 2.9 年度初期目標約 103前後 

同
（
国
外
） 

貨物輸出入総額（年間） 億元 315,505 + 3.4 
輸出入黒字額(輸出－輸入) 

+29,180億元(5,932億元増) 

サービス輸出入総額（年間） 億元 54,153 + 2.8 収支は▲15,025億元 

外商直接投資（非金融分野） 億ドル 1,381 + 2.4 件数 40,888(▲32.5％) 

うちハイテク製造業 億ドル 391 + 21.7  

対外直接投資（非金融分野） 億ドル 1,106 ▲8.2 
投資とは別に対外請負工事売

上額(年間)1,729億ドル 

外貨準備高（年末） 億ドル 31,079 - 対前年 352億ﾄﾞﾙ増 

財
政
・
金
融 

全国一般公共予算収入 億元 190,382 + 3.8 うち税収入 157,992億元 

全国一般公共予算支出 億元 238,874 + 8.1  

財政赤字 億元 ▲23,800 ‐ 年度初期目標▲276,000 

広義マネーサプライ（M₂） 

伸び率 
兆元 198.6 8.7 経済成長に連動が目標 

社会融資規模残高（年末） 兆元 251.3 + 10.7  

科
学
技
術 

R&D経費支出（年間） 億元 21,737 + 10.5 対 GDPに占める割合 2.19％ 

国内外からの特許発明出願受理数

(年間) 
万件 438 + 1.3 

授権 259.2万件。人口 1万人

当たりの保有件数 13.3 

技術契約成約額（年間） 億元 22,398 + 26.6 契約件数は 48.4万件 
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固定ブロードバンド契約数 万回線 44,928 ‐ 4,190万回線増 

移動電話加入者（年末） 万回線 160,134 ‐  

人
口
・
就
業
・
収
入
等 

年末時点の総人口数 万人 140,005 ‐ 対前年+ 467万人 

うち都市常住人口 万人 84,843 ‐ 総人口比 60.60％ 

 うち男性／女性 万人 71,527／68,478 ‐  

 うち 65歳以上 万人 17,603 ‐ 総人口比 12.6％ 

都市部新規就業者数 万人 1,352 ‐ 年度初期目標 1,100万以上 

都市部調査失業率 ％ 5.2 ‐ 年度初期目標 5.5前後 

都市部登録失業率 ％ 3.6 ‐ 年度初期目標 4.5以内 

全国住民 1人当たり可処分所得 元 30,733 + 5.8 名目成長率 8.9％ 

農村住民 1人当たり可処分所得 元 16,021 + 6.2 名目成長率 9.6％ 

都市部住民 1人当たり可処分所得 元 42,359 + 5.0 名目成長率 7.9％ 

農村貧困人口の貧困脱却 万人 1,109 ‐  

資
源
節
約
利
用 

エネルギー総消費量 
億トン 

（標準炭） 
48.6 + 3.3 削減目標実現できず 

石炭消費量 億トン 未発表 + 1.0  

原油消費量 億トン 未発表 + 6.8  

天然ガス消費量 億トン 未発表 + 8.6  

電力消費量 億トン 未発表 + 4.5  

石炭消費量のエネルギー 

消費総量に占める割合 
％ 57.7 ▲1.5  

天然ガス・水力・原子力・風力等ク

リーンエネルギー消費量のエネルギ

ー消費総量に占める割合 

％ 23.4 + 1.3  

GDP原単位当たりの 

エネルギー総消費量削減 
％ 未発表 - 

年度当初目標は 3.0％削減 

2018年は 3.0％達成 

GDP原単位当たりの 

二酸化炭素排出量削減 
％ ▲4.1 - 4％以上削減の目標達成 

非化石エネルギー消費量対 

一次エネルギー消費量比 
％ 未発表 - 2018年は 14.3％達成 

1人当たり用水量 ㎥ 429 ▲0.8  
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GDP10,000元当たりの 

水消費量削減 
㎥ 67 ▲6.1 大幅に削減実現 

工業企業火力発電毎 kwh標準炭

消費 
％ ▲0.3 -  

工業付加価値 10,000元当たりの 

用水量 
㎥ 42 ▲7.1 大幅に削減実現 

環
境
保
護 

造林面積 ㎢ 70,700 -  

うち人工造林面積 ㎢ 36,500  2018年は 23,389㎢ 

地区級及び地区級以上の都市に

おける大気品質の達成都市 
％ 46.6 - 337地方都市のうち 

空気環境基準未達成の地区級・

地区級以上の都市の微小粒子状

物質（PM2.5）濃度低減 

μg/㎥ 40 ▲2.4  

地表水の水質がⅢ類またはⅢ類

以上の割合 
％ 83.6 + 15.2 2018年は 68.4 

化学的酸素要求量（COD）削減 ％ 未発表 - 2018年は 2％ 

アンモニア性窒素排出量削減 ％ 未発表 - 2018年は 2％ 

二酸化硫黄（SO₂）排出量削減 ％ 未発表 - 2018年は 3％ 

都市の汚水処理率 ％ 未発表 - 2018年は 94.2％ 

都市の生活ごみの無害化処理率 ％ 未発表 - 2018年は 98％ 

農産物被災面積（年間） ㎢ 19,260 -  

 うち収穫ゼロ面積 ㎢ 2,800 -  

洪水・冠水、地質災害による直

接経済損失（年間） 
億元 1,923 -  

干ばつによる直接経済損失 億元 457 -  

低温凍結・雪害による直接経済損失 億元 28 -  

海洋災害による直接経済損失 億元 117 -  

森林火災被災森林面積（年間） ㎢ 1,400 -  

各種生産安全事故死亡者(年間) 人 29,519 -  

教
育 

9年制義務教育保持率 ％ 94.8 -  

高等学校段階粗進学率 ％ 89.5 -  

一般大学入学定員 万人 914.9 - 在校生 3031.5万人 

大学院入学定員 万人 91.7 - 在院生 286.4万人 
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医
療
衛
生 

全国の医療衛生機関数（年末） 万ヵ所 101.4 -  

医療衛生機関ベッド数 万床 892 -  

1,000人当たりの 

医療衛生機関のベッド数 
床 未発表 - 2018年は 5.73床 

衛生技術者（年末） 万人 1,010 -  

1,000人当たりの 

医師（助手を含む）数 
人 未発表 - 2018年は 2.52人 

障害者専用サービス施設数 カ所 未発表 - 2018年は 4,051ヵ所 

社
会
保
障 

全国の養老サービス機構 万ヵ所 3.4 -  

都市部職員・労働者 

基本養老保険加入者数 
万人 43,482 - 1,581万人増 

都市農村住民 

基本養老保険加入者数 
万人 53,266 - 874万人増 

全国基本医療保健加入者(年末) 万人 135,436 - 978万人増 
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【参考コラム】中国の大気汚染（VOC）規制とビジネス課題 

前述の通り、中国の大気汚染問題は、「青空保護勝利戦３年行動計画」等の実施により、

相当程度の規制強化の効果が現れつつある。SOX、NOX、粉塵といった石炭燃焼由来の大気

汚染物質については、火力発電所等の抜本的な対策が進み、目標を上回る削減が報告されて

きた。一方、PM2.5 の主要な原因物質とされる VOC（揮発性有機化合物）対策が当面の喫

緊の課題に挙げられている。 

 これに対し、2019 年６月には生態環境部から「重点業種揮発性有機化合物の総合対策方

案に関する通知（環大気〔2019〕53 号）」が発表された。この「方案」には、存在する問題

の所在とこれらへの対策など、踏み込んだ分析がなされたことは注目に値する。本方案を含

む対策の着実な実行は、中国での環境対策関連事業に従事する日本企業、日系現地法人から

も期待されている。 

「重点業種揮発性有機化合物（VOC）の総合対策方案（環大気〔2019〕53号）」の要点 

VOC 規制は脆弱であり、化学、石油化学、塗装、包装・印刷、石油製品の貯蔵・輸

送等の業種が重点的に対策すべき VOC 排出源である。 

【問題点】 

①VOC を含む有機溶剤等の代替物への転換がインセンティブ不足やコスト要因により

進んでいないこと 

②工場での無組織排出（中小企業の管理レベルの低さ等による）の深刻さ 

③簡単で低効果の汚染対策設備（地域によってはこうした対策設備が 80％を占める） 

④運転管理が非規範性（吸着材の交換頻度、温度要求、操作規定等を遵守していない等） 

⑤モニタリングの未整備等 

【規制要求（例示）】 

①汚染源での大々的な代替推進（例：包装・印刷業での無水印刷の採用等） 

②無組織排出規制の全面的強化（例：VOC 含有物質の貯蔵、移送、設備・管線からの

漏出、液面からの放散、生産プロセス等を対象として密閉、プロセス改善、排気収集等） 

③高効率の汚染対策施設の整備推進 

④精緻な管理・規制（例：「１工場に１対策」を念頭に企業への指導・支援も強化、2020

年６月末までを目途） 

【実施の保障措置（例示）】 

〇重点汚染源管理台帳の構築等（第二次全国汚染源センサス、汚染排出源リスト作成等

と連動） 

〇基準体系の整備（例：VOC 含有製品品質基準は 2019 年末まで、VOC 関連排出基準

は 2020 年６月末までに制定・改訂等） 

〇モニタリング・コントロールの強化、法的監督の強化、排出許可証制度の全面実施等 
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 一方、これに相前後して発表されている関連の排出基準（「揮発性有機化合物の無組織排

出規制基準（GB37822-2019）」2019 年５月 29 日生態環境部弁公庁発表等）では、基準達

成スケジュールが、新規設備の場合は 2019 年７月まで、既存設備の場合は 2020 年７月ま

でなどと定められ、拙速過ぎるために実効性のある着実な対策がなされないのではないか、

との懸念も聞かれる。 

 2019 年６月に発表された、北京市所在の日系企業でつくる中国日本商会の「中国経済と

日本企業白書（2019 年版）」でも、「VOC 削減は大気汚染防止上重要との共通認識に立ち、

先進技術による削減に努めた結果、効果が表れてきたと感じている。一方、多項目・多種類

にわたる厳しい規制が次々に公表され」ており、例えば「臭気濃度」の基準（パブリックコ

メント版）について、「分析精度が低いにも関わらず、年々厳しい規制値が示されている」

ことなど、規制の実効性の問題がビジネス課題として提起された。 

 類似の課題は、第 13 回フォーラムに際して行った、第 12 回フォーラムまでの日中協力

モデルプロジェクトのフォローアップアンケート回答においても見られた。協力モデルプ

ロジェクトの推進のための中国政府に対する要望事項として「厳格な基準・規制、ガイドラ

イン等の必要性、測定機器の国家認証」等が要望されている一方、「実力に合わせた基準・

規制、測定能力育成」が必要である、という指摘が複数のプロジェクト当事者からなされて

いる（本報告書Ⅲ章参照）。 

 一方、中国での VOC 対策の日中協力の事例として、気候変動緩和策（温室効果ガス排出

削減）と共に効果を追求する「コベネフィット・アプローチ」による北京市での日本企業の

「水なし印刷技術」導入モデル事業では、相当の効果が発現していることも報告されている

（一般社団法人海外環境協力センター「平成 30 年度事業報告」等）。 

今後は、こうしたモデル事業例も参考としつつ、中国の環境規制の実効性向上と省エネ等

環境ビジネス課題解消に向けて、より広範かつ活性化された官民の意見交換・交流の機会を

提供することが期待される。 
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Ⅲ 第 13 回日中省エネルギー・環境総合フォーラム 
 

１．開催概要 

「第 13 回日中省エネルギー・環境総合フォーラム」は、2019年 12 月８日、経済産業省、

日中経済協会、国家発展改革委員会、商務部、中国駐日本国大使館との共催で、東京にて開

催された。 

午前中に開催された全体会議では、日中間の具体的な交流・協力の枠組みの一つとして認

識されている本フォーラムについて、双方が過去 12回にわたり開催した成果を高く評価し

たうえで、今後も地球規模の課題解決に向けた両国の協力のさらなる強化について確認し

た。また日本側の官民関係者からは、水素に代表される新エネルギー開発や、カーボンリサ

イクル、海洋プラスチックごみ問題への取り組みなど、時代のニーズに即して協力分野のす

そ野を拡げていく姿勢が強く示された。中国側からも、政策対話の強化や具体的な成果への

期待感が示された。 

午後の分科会は、今回から新たに創設された水素分科会をはじめ、自動車の電動化・スマ

ート化、日中長期貿易、クリーンコール技術と石炭火力発電、省エネ促進、循環経済の６分

科会が開催された。各会場では、日中双方の政府関係者、企業によるプレゼンテーションや

パネルディスカッションをはじめ、企業間の個別交流などが展開された。 

日中間の企業や各機関などが具体的な協力促進のために交わした日中協力モデルプロジ

ェクトとして、本フォーラムにおいて 26 件が披露された。過去 12 回のフォーラムにおい

て発表されたプロジェクトと合わせると、388件の協力事業を創出したこととなる。水素を

活用した事業、火力発電所の効率向上、水処理や土壌汚染対策のほか、地方自治体による協

力の枠組み協定など、今後の進展が期待されるものも多い。 

本フォーラム全体会議の前日である７日には、日中の多くの企業が参加したマッチング

交流会が２年ぶりに行われた。日本側からは 24 社・約 50 人、中国側からは 80 社・約 100 

人が参加した。日本企業５社が水素関連技術や廃プラスチック資源化などの最新技術をプ

レゼンテーションする中、各ブースでは日中双方の担当者による熱心な交流が行われた。ま

た同日には、今回発表された日中協力モデルプロジェクトのうち半数にあたる 13件のプロ

ジェクトの関係者が集まり、正式な文書調印を行うとともに今後の協力をあらためて確認

した。 
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＜開催日＞ 11月 24日（土）～ 25日（日） 
＜会 場＞ ホテルニューオータニ、東京ガーデンテラス紀尾井町紀尾井カンファレンス 
＜参加者＞ 約 800人（日本側約 500人、中国側約 300 人） 
 
＜全体スケジュール＞ 
12月７日（土） 

【日中企業マッチング交流会】 
司会      ：今村健二 日中経済協会関西本部事務局長 
主催者挨拶：杉田定大 日中経済協会専務理事  

        馬維晨  国家発展改革委員会 資源節約・環境保護司環保処調研員 
 
【協力プロジェクト文書事前調印式】(文書調印 13件) 

司会 ：信澤健夫 日中経済協会事業開発部長 
立会人：山崎琢矢  資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部政策課長 

      陸冬森    国家発展改革委員会 資源節約・環境保護司循環経済処長 
 
12月８日（日） 
【全体会議】 
開会挨拶・基調講演  
(司会：    伊澤正 日中経済協会理事長) 
梶山弘志  経済産業大臣 
張勇       国家発展改革委員会副主任 
小泉進次郎 環境大臣 
李成鋼   商務部部長助理 

宗岡正二  日中経済協会会長 
孔鉉佑   中華人民共和国駐日本国特命全権大使 
日中協力モデルプロジェクト文書交換式 
調印文書交換 26件 
日中の省エネ・環境分野における協力の進展について 
(司会：杉田定大  日中経済協会専務理事) 
髙橋泰三  資源エネルギー庁長官 
来賓講演（日中企業幹部） 
公門恒夫  パナソニック株式会社アプライアンス社 常務 燃料電池・水素事業担当 
余衛平   中国中車集団有限公司 副総裁 
内貴研二  サントリーホールディングス株式会社 コーポレートサステナビリティ 

推進本部専任部長 
李永成   北控水務集団有限公司 董事局主席 
閉会の辞   伊澤正 日中経済協会理事長     
 
【分科会】 
① 水素 
② 自動車の電動化・スマート化 

③ 日中長期貿易（グローバルな水需要に対応するための日中協力） 
④ クリーンコール技術と石炭火力発電 
⑤ 省エネ促進 
⑥ 循環経済 

 
【視察】12月９日（月）・10日（火）・11日（水） 
 張勇副主任一行と６分科会がそれぞれテーマ毎に日本国内の関連施設、企業を視察 
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２．発言と討議のポイント 

２－１ 全体会議 

今回のフォーラム全体会議における主な発言は以下のとおりである。 

（１）梶山 弘志 経済産業大臣 

現在、日中両国によるグローバルな課題への取り組みが期待される中、本フォーラムは地

球規模課題の解決に向けて大きな役割を果たし、今回を含めた 13 回のフォーラムで計 388

件の協力案件が創出された。省エネ分野では、今後は AI や IoT 等のデジタル技術を活用し

た新たな技術での協力も進めていきたい。 

「脱炭素社会」の実現には水素やカーボンリサイクルなどの革新的技術のブレイクスル

ーが鍵となる。日本の水素分野での取り組みについては、19 年３月の「水素・燃料電池戦

略ロードマップ」策定や、９月に第２回目を開催した｢水素閣僚会議｣などが挙げられる。ま

た、中国には豊富な再生可能エネルギーがあり、水素利活用に向けたポテンシャルがある。   

こうした背景により、今次本フォーラムで初めて｢水素分科会｣を設置した。新興国の成長

には今後も化石燃料が必要であることから、我が国は中国を含む世界と連携し、カーボンリ

サイクルのようなイノベーションによる経済成長と環境保護の両立を目指したい。 

「海洋プラスチックごみ問題をはじめとする循環経済」については、日本には廃プラスチ

ックからの水素製造技術、海洋生分解性プラスチック等のノウハウ、ペットボトル再利用に

よる二酸化炭素排出量の大幅削減の技術がある。さらに、19 年 1 月に、CLOMA（Clean 

Ocean Material Alliance）という企業の連携やイノベーションを加速させるプラットフォ

ームが新たに立ち上がった。日中両国が本フォーラムやその他官民の各種対話などを通じ

て知見や経験を共有し、問題の解決に貢献したい。 

（２）張 勇 国家発展改革委員会副主任 

生態文明建設は人類の永続的な発展の根幹であり、中国は一貫して省エネ・環境分野の業

務を重視してきた。中国経済が質を伴う発展にモデルチェンジする中、先日行われた四中全

会（中国共産党第 19 期中央委員会第４回全体会議）では、制度面からの生態文明制度整備、

人と自然の調和と共生維持の方針が打ち出された。そこで今後は①グリーンな発展の全面

推進、②生態環境保全の強化、③資源の高効率利用推進、④生態保護修復の強化、といった

業務を重点的に展開していく。 

中国は 19 年に建国 70 周年を迎え、中国市場の一層の拡大・開放に注力している。日中

両国の企業に新たな協力の機会をもたらし、中国の生態文明建設もグリーン発展のメリッ

トを引き出していくだろう。この状況で日中双方の省エネ・環境分野における協力を強化す

るためには、①政策対話の強化、②実務協力の強化、③第三国市場協力を見据えた国際市場

の共同開拓、④人的・文化分野における交流・協力の強化、が必要である。 

06 年から開催されている本フォーラムでは多くの成果が生まれ、過去に開催した 12 回

で 362 件の協力プロジェクトが調印された。今後も本フォーラムの開催や、グリーン発展
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に関連する新たな技術、モデル、状況について議論を深め、日中双方が省エネ・環境分野で

協力し、さらに実務的な成果を収められるよう促進していく。 

（３）小泉 進次郎 環境大臣 

 環境省を代表して、あらためて日本と中国と世界の気候変動と海洋プラスチック問題を

含めて、「日中が動けば世界が動く」といった決意を共有したい。日本における環境分野の

取り組みでは、海洋プラスチックごみ問題について、19 年 11 月に開催された「第 21 回日

中韓三カ国環境大臣会合（TEMM）」や、「第３回日中環境ハイレベル円卓対話」で協力の

拡大・深化を確認した。気候変動対策については脱炭素化に向けて自治体単位で取り組みを

進めており、現時点で 27 自治体が 50 年までに二酸化炭素排出量を実質ゼロにする方針を

宣言している。 

地方自治体というノンステートアクターの取り組みに加えて、日本の企業の取り組みは

世界でトップクラスであり、気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）への賛同企業

数、SBT（Science Based Targets）認定企業数や RE100（100%再エネ導入）参加企業数

は、アジアにおいて日本が全て１位である。大気汚染については、18 年６月に中国・蘇州

での「第 20 回日中間三カ国環境大臣会合」にて中国と覚書に署名した。生物多様性につい

ては、COP15 が 20 年に中国で開催される。ポスト 20 の目標を決める重要な年であり、日

本も 10 年の COP10 において愛知目標や名古屋議定書をまとめた経験を踏まえ、この議論

を積極的に支援し、気候変動と生物多様性のリンクも昨今急速に高まってきている観点か

らも、今後の協力も楽しみにしている。 

（４）李 成鋼 商務部部長助理 

 本フォーラムでは過去 12 回までに 362 件の協力案件が創出され、省エネ・環境保護分野

での発展を牽引している。これらの案件は製品、技術、政策対話、投資、第三国市場協力と

多岐にわたり、より多くの分野での新たな発展のチャンスをもたらしている。 

経済成長と資源・環境の関係を両立させることは、持続可能な発展における大きな課題で

ある。中国商務部は、①開放のさらなる拡大と、グリーン投資の奨励、②グリーンな「一帯

一路建設」の推進、③グローバルで良質な商品・サービスが中国市場に入るための機会創出、

④循環経済・グリーン消費促進のための新たな措置の実施、⑤日中長期貿易の体制を利用し

た省エネ・エコ分野の協力推進、に取り組んでいく。 

日中関係はハイレベルな往来のもとで、良好な発展を遂げている。中国は 19 年に建国 70

周年を迎え、日本は令和の時代となる中、日中関係には、新たな発展の大きなチャンスがあ

る。そこで、次の点について提案したい。①政策対話の強化による省エネ・エコ分野での質

の高い発展に向けた協力推進、②地方での実務協力の深化と、両国のグリーンで持続可能な

発展への寄与、③最先端分野での協力強化と技術イノベーションおよびグリーン発展の融

合推進、④第三国市場の共同開拓と、市場の期待への対応。 

（５）宗岡 正二 日中経済協会会長 

 日中関係の新たな発展の一方で、世界経済全体の先行きが不透明な状況が続いている。そ
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の中で、新エネルギー開発、温室効果ガス排出削減、海洋プラスチックごみ対策など、省エ

ネ・環境分野における問題もまた地球規模で対峙する問題となっている。そのため、より多

くの国・地域によるグローバルな協力体制の構築が求められている。また、同分野の対策は

企業の生産活動に負の影響を及ぼす側面があるため、対策を講じつつ、ビジネス拡大や企業

経営に経済的メリットをもたらす仕組みが必要である。日本のノウハウ・経験と中国の巨大

市場・デジタルエコノミーの融合により、新たなビジネスチャンスの創出、さらには第三国

市場への展開という道も拓かれている。 

当協会が 19 年９月に派遣した合同訪中代表団では、李克強総理に中国におけるビジネス

環境のさらなる改善をお願いした。また、同年８月に遼寧省大連市、10 月に江蘇省蘇州市

で本フォーラムに向けた技術交流会を開催した。今回のフォーラムでは、新たに水素分科会

を設置したほか、既存の分科会においても、自動車分科会の ICV、循環経済分科会のプラス

チック再資源化といった新時代に向けた議論を行う。このような地道な交流や活動の積み

重ねが、本日のフォーラムの成果につながることを期待している。 

（６）孔 鉉佑 中華人民共和国駐日本国特命全権大使 

 「緑水青山こそが金山銀山」という新たな発展理念の下で、資源の節約や環境保護は、生

態システムの保護、グリーン発展モデルの構築、生態文明メカニズムの構築において、前向

きな成果を得た。また、資源の節約や気候変動への対応としても、二酸化炭素排出量削減や

非化石燃料の比重増加など、その効果が顕著である。今後も、パリ協定の履行や多国間主義

への支持を通じて、改革開放推進の中で質を伴う発展、生態環境の保護を推進し、人類の美

しい未来を創造したい。 

日中省エネルギー・環境総合フォーラムは 06年に開始し、これまで 12回開催してきた。

本フォーラムは、両国の経済と技術分野での交流、実務協力促進において重要な役割を果た

し、省エネ・環境産業の国際的な活動の模範となっている。中国は今まさにビジネス環境改

善に多大な努力を払っており、日本の経済界からも前向きな評価をいただいている。日中両

国の同分野をはじめとする様々な分野での協力には、大きな可能性がある。両国の企業は同

分野での交流と協力のメカニズムを充分に活用し、グローバルな生態文明、人類運命共同体

の建設により大きな役割を果たし、新たな時代のニーズにふさわしい日中関係のためによ

り強力な原動力を生み出して欲しい。 

（７）髙橋 泰三 資源エネルギー庁長官 

 本フォーラムにおいて調印された事業は、今回を含めて合計 388 件に達した。その中に

は、中国国内にとどまらず、第三国へ共同で進出した事例も出てきている。日中間の省エネ・

環境分野で企業間の取り組みが深化するよう、日本政府としては、①モデル事業の FS調査

や実証への支援を引き続き積極的に実施すること、②本フォーラム新設の水素分科会を第

一歩とし、官民での日中間水素対話を加速させること、③海洋プラスチックごみを含む環境

問題への対応を、中国を含む国際社会と連携して取り組みを強化していく。 

今後日中間で協力を進めていきたいテーマとして、経済成長と環境を両立する「カーボン
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リサイクル」が挙げられる。19 年９月には、世界で初めてとなるカーボンリサイクルに関

する国際会議を日本で開催した。オーストラリアとの協力および、20 年の G20 議長国サウ

ジアラビアと、カーボンリサイクルを大きな潮流としていくことに合意しており、20 年以

降は中国との協力も進めていきたい。 

省エネ・環境問題は国際社会が直面する大きな課題である一方、その解決に多様なアプロ

ーチがあり、多様なビジネスチャンスを生み出す。日中両国がそれぞれの強みを活かして引

き続き協力を進めることで、問題解決に大いに貢献できると確信している。 

（８）公門 恒夫 パナソニック株式会社アプライアンス社常務 燃料電池水素事業担当 

 パナソニック株式会社は７つのカンパニー制で、そのうち燃料電池・水素事業はアプライ

アンス社が担っている。中国でのスピーディーな意思決定に対応すべく、「中国・北東アジ

ア社」を新設した。パナソニックは家庭用燃料電池・エネファームを商業化し、最新モデル

では１台で二酸化炭素を年間約 1.4トン削減することができ、地球環境に貢献している。燃

料電池については、日本国内で普及している 33万台のうち、パナソニック単独で累計 17万

台とトップシェアを誇る。 

中国においては石炭火力の比率が高い一方、未利用の再生可能エネルギーや沿岸部の副

生水素が豊富にあることから、水素を用いた環境革新のポテンシャルは高いと考えている。

中国はパリ協定で温暖化ガスを 30 年までに 60%削減（GDP 比）という高い目標を掲げてい

るが、これには再生可能エネルギーの大規模導入が必要で、水素が重要な役割を果たす。水

素燃料電池の導入にあたっては、電気と熱の効率の両方を効果的に使う事でメリットが生

まれるが、当社はエネファームで培った小型分散型発電の分野を通じて、中国をはじめ世界

の環境革新に貢献していきたい。このような可能性を有する一方で、経済的コストが合わな

いという問題があり、これについては国・地域の支援、副生水素や余剰電力の水素変換によ

る再活用といった安価な水素の登場に期待したい。 

（９）余 衛平 中国中車集団有限公司副総裁 

 今、世界のエネルギーの需要と供給には新しい革命が起こり、従来の化石燃料からクリー

ンエネルギーを主とするエネルギーにシフトしている。その中で、水素エネルギーは重要な

役割を果たしており、その技術の利用は世界各国で注目されている。 

中国では、50年に全エネルギー消費に占める水素の割合を 10％に向上させ、年間需要量

を 6000 万トン近くに引き上げる予定である。水素ステーションは既に１万カ所以上あり、

交通運輸や工業などの分野で普及・利用が実現している。中国は水素を世界で最も多く供給

しており、再生可能エネルギーの規模が今後増大すると、中国はその主な供給国となる。水

素は幅広い分野に利用でき、中国内では産業化するための基礎が既に構築されている。 

当社では軌道交通分野の既製品製造およびソリューション提案を基本事業とし、その中

で水素を利用した動力システム、水素の貯蔵・運搬、燃料電池の関連部品産業の発展に注力

している。また、乗用車向け水素燃料電池の研究開発に成功しているほか、関連産業のため

のファンドや関連会社の立ち上げに取り組み、産業チェーンの構築と優良な企業の育成を
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目指している。日本とはグローバルな市場開拓を見据え、技術や資本などの方面で協力を展

開したい。 

(10) 内貴 研二 サントリーホールディングス株式会社 コーポレートサステナビリティ推進本部専任

部長 

 日本では使用済みペットボトルの回収率が 92.2％と高い水準にあり、同じくリサイクル

率も 84.8％と米国や欧州を大きく上回る。この水準の高さは、消費者・行政・事業者それ

ぞれに役割があり、その仕組みが容器包装リサイクル法で担保されていることに起因する。   

一方で、回収された使用済みペットボトルのおよそ３割が海外で資源化されており、廃プ

ラスチックの輸入規制が導入される各国の現状などを考慮すると、今後国内でのリサイク

ルの拡大が課題となっている。 

当社は、30 年までにグループで使用するペットボトルは全て、リサイクル素材あるいは

植物由来原料 100％素材から作られたものとすること、すなわち「100%サステナブル化」を

目指している。ペットボトルはリサイクル工程での歩留まりなどもあり、全てをリサイクル

素材のみで賄うことは難しいため、そこを補うため 100%植物由来素材からペットボトルを

製造する技術開発を米国ベンチャー企業とともに進めており、23 年には実用化できる見通

しだ。また、リサイクル手法のイノベーションとして、協栄産業と協働し、メカニカルサイ

クルによって使用済みペットボトルを再生し、新たなボトルを生み出す「ボトル toボトル

（B to B）」の技術を日本で初めて開発・実用化した。一昨年、これらをさらに進め、ボト

ル製造時の二酸化炭素排出量を 25％削減可能な「フレーク toプリフォーム（F to P）」技

術も開発した。今後も海外への展開を含め、幅広いステークホルダーの皆さまとともに、ペ

ットボトルのリサイクルの発展に貢献していきたい。 

(11) 李 永成 北控水務集団有限公司董事局主席 

 当社は水資源節約、水質環境の保護を手がけ、直近の 10年間で年平均 41.7％の成長を続

けている。代表的な事業として、水資源が豊かでないウルムチで再生水を貯蓄・利用するた

めのインフラやソリューションを提供し、また、「AQENT」という再生水の科学技術ブランド

を立ち上げ、排水の再利用を推進している。当社はシンガポールに中国企業としては初とな

る再生水工場を建設し、１日あたり 22万 8000トンの再生水を生産している。この他、一帯

一路のもとでポルトガル、マレーシア、オーストラリアなど７つの国と地域で様々なプロジ

ェクトを推進している。 

日本との協力については、①都市部の汚水・汚泥処理、②雨水のオーバーフロー・汚染の

抑制、③排水のスマート管理とごみの分別・処理・資源化、④人材交流・研修、といったプ

ロジェクトを展開している。これらのほかに、日本企業とともにクリーンエネルギーの開発

利用、精密計測機器の製造、ヘルスケア産業といった分野でグローバル市場を共同で開拓し

ていきたいと考えている。当社は従来型の投資のみ行うモデルから投資、技術、人材、デー

タという４つの分野を組み合わせるモデルに転換することで、大きな発展を遂げてきた。日

本企業とも幅広く実務的な協力を展開していきたい。 
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２－２ 各分科会のポイントと課題、今後の方向性 

 本フォーラム当日における日中双方の直接の交流の場となる分科会は、今回、①水素、

②自動車の電動化・スマート化、③日中長期貿易（グローバルな水需要に対応するための

日中協力）、④クリーンコール技術と石炭火力発電、⑤省エネ促進、⑥循環経済の６テー

マについて実施した。 

 

 〈各分科会の参加者数〉 

 日本側 中国側 合計 

① 水素 85 61 146 

② 自動車の電動化・スマート化 55 51 106 

③ 日中長期貿易 39 49 88 

④ クリーンコール技術と石炭火力発電 62 48 110 

⑤ 省エネ促進 42 51 93 

⑥ 循環経済 39 61 100 

 

（１）水素分科会 

本フォーラムでは初めてとなる「水素」をメインテーマとした分科会が立ち上がり、日

中の官民関係者がそれぞれ水素社会実現に向けての取り組みや課題などについて発表を行

うとともに、地方視察なども通じて、同分野での日中協力の方向性や方法等についての議

論や交流を行った。 

①水素分科会 

〇政府セッション（日中両国における水素政策と取り組み） 

－日本側から主として以下の点に言及。 

ⅰ）水素は、エネルギー供給構造の変革、多様化、大幅な低炭素化の実現のための潜在性

を有している。 

ⅱ）日本政府は水素基本戦略を策定し、水素閣僚会議を日本主導で開催している。 

ⅲ）国際エネルギー機関（IEA）や G20 などのマルチの枠組みの中でも水素に関して議論

し、世界各国との協調的な発展に向けて取り組んでいる。 

－中国側から主として以下の点に言及。 

ⅰ）日本と、情報交換の実施と研究分野での協力、技術協力、民間レベルでの製造、輸

送、使用などに関する協力を強化したい。 

ⅱ）中国が「質」重視の成長パターンに転換している中で、水素関連技術の研究・開発に

ついても取り組んでいるが、コスト面などで依然課題がある。 

ⅲ）水素に関して先進的な取り組みを実施している日本と共に、水素や燃料電池における

技術交流・協力をさらに強化していきたい。 
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〇民間セッション（FCV・水素インフラ/製造・輸送・貯蔵） 

－FCV・水素インフラ関連 

燃料電池自動車（FCV）関連では、トヨタ自動車から、開発の歴史や現状を紹介しつ

つ、中国を含む世界各国における販売や普及に向けた取り組みを進めている点を紹介。東

風汽車は、中国ではバスやトラックなどの大型の FCV が多い点やコスト低下が今後の課

題である点につき言及した。 

水素インフラ関連では、HySUT から、FCV や水素充填ステーションの普及状況などに

ついての説明があった。中国広核研究院は、水素の安全性についての研究を実施している

などの紹介があった。 

－水素の製造・輸送・貯蔵における取り組み 

東芝エネルギーシステムズから、水素に関する取り組みを説明した上で、水素関連で中

国企業とも提携しているなどの説明があった。国家電投集団からは、水素産業開発の見通

しや、技術開発、輸送、供給ネットワーク構築を展開しているなどの紹介があった。ま

た、パナソニックから、再生可能エネルギーの今後の潜在性はビジネスチャンスであるな

どの発言があった。有研科技集団からは、水素に関する技術の効率化について科学的な観

点での説明があった。 

②地方視察（東京、愛知、大阪） 

〇東芝エネルギーシステムズ（於 東京都府中市） 

同社の取り組みなどの説明を受けた後、敷地内にあるフォークリフト用水素充填ステー

ションの視察等を実施。（中国側の質問：水素貯蔵タンクの圧力の数値、蓄電池の寿命

やコスト、水素ステーションの安全性など。） 

〇トヨタ自動車元町工場（於 愛知県豊田市） 

ⅰ）同社の商品である FCV・MIRAI の生産現場を近接して視察を実施。 

ⅱ）同社敷地内にある FCV 用・フォークリフト用充填ステーションを視察。 

（中国側の質問：充填時の最大圧力や容量、走行距離、水素タンクに使われている

素材など。）  

〇加地テック（於 大阪府堺市） 

同社の取り組みや主力製品（水素圧縮機）についての説明を受けた後、製品を実際に視

察。（中国側の質問：圧縮機の容量や、今後の中国市場の展望、コンプレッサー用のピ

ストンの素材・材料、中国での製品の納入事例など。） 

（２）自動車の電動化・スマート化 

 今回のテーマである環境・省エネの観点からの「自動車の電動化・スマート化」は、第

11 回より連続して設定されているもので、両国の最新の新エネルギー自動車（NEV）や

自動運転の政策及び現状、各種技術、課題などついて紹介を行った。 

 今回、日本側は例年通りの自動車メーカーによる発言に加え、自動車部品メーカーの日

本電産が発言を行い、裾野が広いと言われる自動車産業における議論の幅の広がりが見ら
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れた。電動化・スマート化では、日本の自動車メーカーを中心とした取り組みとは対照

に、中国では自動車メーカーだけにとどまらず、あらゆる産業からの各種データの収集・

活用を通じて、異業種間の協業による社会や都市のコネクテッド、スマート化を進める中

で自動車を位置付けている。今回、両者の自動車の電動化・スマート化に対する考えや取

り組みの違いが表れていた。 

①日中双方の発言要点 

【日本側】 

・高度な自動運転（L３～５）の実現に向けて必要な技術を抽出し、10 の協調領域を設

定。産官学が連携して自動運転の技術向上に取り組んでいく。協調領域分野の一つであ

るソフトウェア人材の育成については、経済産業省で 2018 年に人材戦略ワーキングを

開催し、スキル標準をとりまとめた。各企業での評価や育成講座の実施も検討してい

る。少子化の課題を抱えている日本だけでは人材確保が難しいため、スキル標準をグロ

ーバルに広げ、人材確保に取り組んでいきたい。 

・自動車をはじめとした各種製品と再生可能エネルギー、情報プラットフォームを最大限

利活用した循環型エコシステムを構築する。 

・モーターの軽量化・小型化の取り組みにより、環境負荷低減かつ EV の電池積載量増

加・軽量化を実現し、航続距離の延長に貢献する。 

【中国側】 

・19 年 10 月時点で中国国内に 10 箇所の ICV 国家級のテストエリアを建設、23 都市 96

社の企業に約 326 枚の ICV テスト用ナンバープレートを交付、開放試験道路は合計

1900 キロ以上に達した。このテストエリアを通じて自動車産業全体の発展を促す。 

・中国では科学技術企業が自動車分野へ進出し、多くの産業が融合した新型産業クラスタ

ーを形成。今後、移動通信の技術を用いた C-V２X（Cellular-Vehicle to Everything）

を用い、地域や業界、官民を跨いだ連携とデータ活用により、街の環境に配慮した自動

車も含めた社会全体のスマート化を全国規模で普及させていく。今後提携を世界に広

げ、成熟した自動車産業チェーンを有する日本の自動車産業との連携を強めていきた

い。 

・現在中国の「道路交通法」では、人が車から離れてはならないとされているため、完全

な自動運転社会の実現にはまだ時間が必要と考えている。ソフトウェア・デファイン

ド・ビークル（SDV）が、今後 ICV 発展の大きな方向性になると思われることから、自

動車のソフトウェア開発をより強化していく。そのためソフトウェア人材の育成が非常

に重要で、日本と当該分野での協力を提案したい。 

②MEGAWEB 視察、東京臨海部実証実験車試乗 

12 月 10 日と 11 日に、トヨタ MEGAWEB の視察及び東京臨海部での金沢大学の自動

運転実証実験車両の試乗を行った。これにより、日本における自動車の電動化・スマート

化に関する各種技術や実情の把握、取り組みについて理解を深めた。 
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（３）日中長期貿易（グローバルな水需要に対応するための日中協力） 

従来のテーマである「水循環」を継続・発展させ、「グローバルな水需要に対応するた

めの日中協力」を主題に、日中双方の海外での水処理事業や水需要の現状を紹介し、中国

市場にとどまらない世界的な水問題解決のニーズに対する日中間の協業の可能性を探っ

た。発表では中国側の課題は引き続き国内の水問題にあることが伺えた一方で、実際の海

外市場で日本企業が中国企業と協力した事例も多く報告された。将来的な第三国市場展開

を視野に入れた水ビジネスの日中協力案件も生まれており、今後もグローバルな視点に立

ち双方の強みや優位性を再認識する交流の場が期待されている。 

分科会終了後は、中国側の関心の高い大都市の汚水処理と海水淡水化施設の現状理解の

ため、東京都下水道局の旧三河島汚水処分場喞筒場施設、森ヶ崎水再生センター、沖縄県

企業局海水淡水化センターを視察した。 

①政策紹介 

〇日本側 

 世界の水インフラの市場規模は近く 100 兆円を超える勢いであり、日本が水処理設備や

技術などで国際的に優位性があることをアピールした。海外インフラ事業では現地のパー

トナー企業との連携が重要であり、日中企業による第三国市場での本格的な協力にも期待

を寄せた。 

〇中国側 

 中国における水需要の現状について依然として供給不足にある一方、再生水の年間利用

率が年間汚水処理量の 15％程度と低いことを課題に挙げた。再生水の有効活用と処理施設

の配管網整備、汚泥処理の強化などを重点的に改善する方針で、さらなる日中協力の展望

を話した。 

②日中企業等の発表内容 

〇日本側 

 これまでの中国企業との協業を念頭に、海外市場での協力を意識した内容となった。 

 東レ株式会社は世界の海水淡水化の現状について、省エネ、化学薬品に頼らない「グリ

ーンな海水淡水化」が注目されていることを報告。中国企業はエネルギー源の分野で、同

社も薬品や微生物に頼らない処理技術の開発で貢献があることを紹介した。旭化成分離膜

装置（杭州）有限公司は、同社の膜技術について中国企業と協力し、ベトナムでの海水淡

水化事業で導入した例を報告した。横河電機株式会社は、中東での海水淡水化事業で中

国・シノペックサービス社から給水パイプラインプロジェクトを受注するなどの実績も示

した。 

日立造船株式会社は、同社の高速繊維ろ過装置を広東省の都市下水の高水準処理設備に

導入した日中合作プロジェクトを報告した。メタウォーター株式会社は、同社の特殊ろ材

について高いろ過能力と低コスト、省スペースなどの優位性をアピールした。 

〇中国側 
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 全体を通して中国国内での再生水利活用の取り組みと先進的なビジネスモデルの報告に

特化した。 

 国家都市給水排水工程技術研究センターは、中国の都市汚水処理で一級 A の再生水の割

合が近年飛躍的に伸びており、さらなる設備建設と運用を発展させる方針を示した。北控

水務集団は、中国国内の廃水処理問題を抱えた染色工場で廃水処理を再生水や化学物質の

生産に転化させたビジネスモデルを紹介。また同社の杭世珺技術顧問は、再生水を自然の

水源に放出して浄化する方法などの研究からコストや料金管理などの問題点を指摘した。

長江生態環保集団は、長江周辺域における水環境保全の一環で都市の汚水処理に重点を置

き、持続可能なビジネスモデルを追求する姿勢を強調した。 

③地方視察 

日本最大の汚水処理場である森ヶ崎水再生センターでは、臭気取りの技法や汚泥の活用

法、また老朽化した下水道管の修繕方法について質問が挙がった。沖縄県企業局海水淡水

化センターは 20 年以上経つ施設だが、中国で数年前に運転開始した海淡施設と比較して

も状態良く管理されていると評価があり、定期メンテナンスの頻度や部品交換の規模、稼

働コストなどについて積極的な意見交換があった。 

（４）クリーンコール技術と石炭火力発電分科会 

2015 年 12 月に地球温暖化防止の国際的な枠組み「パリ協定」が採択されて以降、世界

的に「低炭素化」さらには「脱炭素化」は動かしがたい趨勢となりつつある。一方で世界

の一次エネルギー供給全体において「脱炭素化」されているエネルギーは約 12%程度にす

ぎず、石炭をはじめとする化石燃料は、世界の人口増、生活水準の向上、新興国の経済成

長に対応していくには欠かせない重要なエネルギー源であり、経済性や利便性からも一定

の評価がある。こうした中、本分科会では、クリーンコール技術の更なる向上と石炭燃焼

時に発生する CO２排出量の削減を責務と捉え、最新の技術開発状況や、効率的な運用モ

デル等についての報告が行われた。 

第１節：日中双方の技術開発の取り組み 

 新エネルギー・産業技術総合開発機構、電力規画設計総院の双方より、国の方針に基づ

いて、石炭火力を取り巻く環境課題を解決するため、有効な手段の技術開発に取り組んで

いることが紹介された。 

第２節：石炭火力発電プロセスにおける高効率低排出（HELE）技術及び環境技術 

 リバーステクノロジーより、石炭火力発電過程において大量に発生する石炭灰と凝縮水

を混合させてエコ建材として活用する等の提案がなされ、青島特利爾環境保護集団より、

全工程における石炭のクリーンで高効率な利用を実現した CWM 技術について紹介があ

り、これからもクリーンコール技術の研究開発をより一層強化する方向での企業のアプロ

ーチが示された。 

第３節：負荷追従運転システム 
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 九州電力と西安交通大学の専門家からはいずれも、日中共に低炭素化、クリーン化へ向

かって転換が進んでいる中、依然として重要な役割を果たす石炭火力発電の安定した負荷

追従運転技術の向上の意義が具体的に言及された。 

第４節：石炭・バイオマス混合燃焼技術の最新動向 

 IHI は、バイオマス混焼比率 30%商用運転が石炭専焼と遜色のない性能で、２年目も安

定運用を継続しているとし、中国華能集団は、国は関連政策を出すと同時にバイオマス燃

料供給産業の発展とバイオマスと微粉炭の混合燃焼技術の研究を積極的に推進していると

紹介した。 

第５節：スマート発電所に関する（モデル）事例の紹介 

 三菱日立パワーシステムズと中国大唐集団から、現在、自社はもちろん世界各国がスマ

ート発電所の建設及びそれに付随するビッグデータのプラットフォーム構築に取り組んで

おり、今後継続的かつ長期的に研究開発していく必要があるとの説明があった。 

第６節：日中共同委員会報告 

日中共同委員会の活動状況と今後の方向性について報告がなされ、低炭素・資源循環型

社会の形成に向けた新たな技術交流活動の推進を図りたいと強調された。 

視察： 

本分科会の中国側一行は、水素ステーション、トヨタ MIRAI ショールーム、J-Power

磯子火力発電所、川崎重工業明石工場、堀場製作所びわ湖工場を訪れ、精力的な視察活動

を展開した。 

石炭火力発電の高効率化及びこれに関わる排煙対策技術においては、日中同レベルの現

場も増えつつあり、日中協力の枠組みは新たなフェーズに突入していると思料する。今後

は、低炭素、更には脱炭素に向けて日本が提唱する「カーボンリサイクル」を含めた、新

たなイノベーティブな協力を世界に向けて推進していくという展望が示された。 

また、海外（第三国）での電力セクターで必要とされる計測システム展開などの日中協

力の可能性についても、日中双方の企業の意向に沿って、継続的なフォローが求められて

いる。日中両国が更に世界のエネルギー環境問題に大きく貢献するため、今後一層協力関

係を強化していくことが望まれる。 

（５）省エネ促進分科会 

日中両国共に、エネルギー消費効率の向上と経済成長を両立させるためには省エネが有

効な手段であるという共通認識のもと、高効率の加熱・冷凍冷蔵産業及び空調等のエネル

ギー多消費機器の省エネ対策の発展を図ることをテーマに、政府・企業の省エネに対する

取り組みについて紹介と議論が行われた。 

①日中の省エネ政策の現状と今後について 

〇日本側 

1970 年代の２度のオイルショック後、国をあげて徹底的に省エネに取り組み、90 年ま

でに GDP 当たりのエネルギー消費量を 35％削減することに成功した。2030 年に向けて
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もこれと同等、それ以上の省エネを目指し、省エネ法に基づく規制や補助金等の支援措置

などの各種政策を進める。具体例として、該当製品に関する基準値を策定した時点におい

て最も高いエネルギー消費効率の性能を数年後にクリアするという目標の達成を企業に促

すトップランナー制度、及びエネルギー多消費産業を中心として企業活動のなかで消費効

率を上げていくベンチマーク制度等を挙げた。 

〇中国側 

中国は質の高い経済発展へシフトしてきており、エネルギー効率をさらに高め、環境保

護と経済成長の調和のとれた発展を実現させる必要がある。特に、冷凍冷蔵・冷房分野に

ついては、エネルギー消費の多さや冷媒の温室効果の高さといったマイナス面が指摘され

たため、中国ではグリーンで高効率な冷凍冷蔵・冷房アクションプランを発表し、工業園

区や地下鉄、空港、コールドチェーン等において重点プロジェクトを推進していくことと

している。 

②産業界における省エネの取り組み 

〇日本側は、ⅰ）アズビル株式会社、ⅱ）ヤマトホールディングス株式会社、ⅲ）三浦工

業株式会社の３社が、それぞれ BEMS（Building Energy Management System）、コー

ルドチェーン、ボイラーの各分野における省エネの取り組みを発表した。 

〇中国側は、ⅰ）中国標準化研究院、ⅱ）エネルギー基金会、ⅲ）珠海グリー・エレクト

リックの２機関、１社が、それぞれ冷房製品のエネルギー効率基準とラベル、ファイナ

ンス、エアコンの各分野における省エネの取り組みを発表した。 

③総括発言 

〇中国側は、日本側の進んだ技術、政策、ノウハウ等から多くの共通認識と成果を得たと

述べ、得られた共通認識は今後の協力の展開に非常に役立つという見解で結んだ。 

〇日本側は、日中双方から紹介された先進的な省エネに対する取り組みについては、日中

のみならず世界のエネルギー問題や温暖化対策に重要な貢献が期待される内容であると

し、省エネにおいては日中両国が協力して対応できる可能性が高く、アジアのリーダー

としての重要性も示されたと締めくくった。 

④企業視察 

12 月９日～11 日の３日間、当分科会の中国側 33 名が大阪府を訪問した。主な訪問先及

び活動は以下の通り。 

ⅰ）９日、ダイキン工業株式会社堺製作所臨海工場にて、産業用高効率エアコンの最新製

造ラインと工場における省エネ活動の取り組みを視察。 

ⅱ）10 日は２組に分かれ、コールドチェーンを担う高効率冷蔵冷凍関連施設である株式会

社フリゴ北港本社ならびに株式会社ニチレイ・ロジスティクス関西咲洲物流センター

を視察。 
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ⅲ）11 日、大阪ガス株式会社泉北製造所第二工場にて、LNG（液化天然ガス）の冷熱エ

ネルギーを動力として回収する発電システムを用いて省エネと CO２削減を実現して

いる事例を視察。 

（６）循環経済分科会 

2019 年度の循環経済分科会は「持続可能な資源循環経済の構築に向けて」をテーマに掲

げ、日中双方の政府部門と企業が、プラスチックリサイクル、プラスチックごみ削減の方

向性や実現可能な施策、システム、取り組みについて、紹介と討議が行われた。 

〇日本側 

 政府部門では、経済産業省産業技術環境局資源循環経済課の横手広樹課長が、日本の廃

棄物対策、リサイクル制度について紹介した。日本の中でも各種の政策、３R 制度があ

り、廃棄物処理法、また横断的な法律がある。2000 年代に入って、社会問題化したごみ問

題（処分場の不足）に対応するべく、廃棄物処理法の改訂を実施した。各種の法律整備に

よって、埋め立てる必要のある量が激減し、再生利用・循環利用率が増加し、資源の再利

用が着実に進んでいること、官民一体となった取り組みとして「クリーン・オーシャン・

マテリアル・アライアンス（CLOMA）」を紹介した。 

 また、大阪市からは、G20 において、プラスチック資源循環のために「大阪ブルー・オ

ーシャン・ビジョン」プロジェクトを推進し、2050 年までに海洋プラスチックごみによる

追加的汚染をゼロにすること、UNEP との連携や中国の友好都市である上海市に対して、

上海市の生活ごみの効率的処理の課題に対して協力を行い、適切な処理の推進、成功すれ

ば更なる他地域の拡大を目指す都市間協力などについての紹介があった。 

企業部門では、株式会社エフピコが、トレーからトレーを作り出す、水平リサイクルの

取り組みや、ペットボトルから透明トレーをリサイクルする工程についての紹介があっ

た。これらの取り組みにより、再生原料でトレーなどが作られるため、石油由来の原料が

不要になり、最も重要な成果として、CO２排出量の削減に貢献していることなどが紹介

された。日立造船株式会社からは、海外における EfW(ごみ焼却発電)事業についての説明

があった。同社の技術は、ごみの無害化・無臭化をし、埋立地の延命に寄与しつつ、発電

するシステムである。現在では、焼却炉１基の処理能力が大規模化し、中国における実績

は、原子力発電所３基分に相当する発電を行っている。また今後もごみの無害化やゼロ埋

立を中国全土で広めていく計画であると述べた。日本プラスチック工業連盟からは、日本

のプラスチック戦略の基本原則の紹介があり、2030 年までにプラスチック包装の 30％を

リユースまたはリサイクルするとし、国民各界各層との連携と協働により実現を目指すも

のであると述べた。また、従来は、品質とコストを追及してきたが、これからは「使用

後」を視野に入れた製品開発・新たな市場開発が必要であり、国内循環を目指し、「使用

後」を新たなビジネスに繋げるようにする必要性について述べた。 
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〇中国側 

 政府部門からは、国家発展改革委員会資源節約・環境保護司循環経済発展処の陸冬森処

長から、今後中国ではプラスチック汚染管理を強化する政府文書が発出されること、その

ことかも分かるように中国がプラスチック汚染に対して真剣な取り組みを行っていること

を述べた。また、中国でのプラスチック回収率は高いがリサイクルの品質がまだ低いこと

が今後の課題であり、官民ともに取り組んでいく必要があると述べた。 

 企業部門からは、盈創再生資源回収有限公司から、使い捨てプラスチックを減少させ、

リサイクル率を高めるための創意工夫として、デポジット制度を構築し、その利点と現在

北京市にて実際に運用されている内容や、将来的な計画が紹介された。次いで灰度（ホイ

ドゥ）環保科技（上海）有限公司より、急増する物流で必要となる段ボールをグリーンパ

ッケージに切り替え、必要な企業にリースを行うビジネスモデルの紹介があった。リース

を行うことで企業の環境コストを減らし、またリースするパッケージにコードとチップを

埋め込むことで、リアルタイムで状況を把握できる利点が紹介された。最後は、中国プラ

スチック加工工業協会が、生分解性プラスチックに関して、包装デザインの観点からの発

表があった。現在のライフスタイルを維持し、プラスチックによる利便性を享受しなが

ら、プラスチックによってもたらされるマイナス要因を減少させるためには、材料の観点

からみること、設計段階からリサイクルを意識すること、製品の生産時も省エネを心がけ

るべき点であることが述べられ、プラスチックの代替素材について具体的な幾つかの説明

がなされた。 

 

３．今回の日中協力モデルプロジェクト 26件の傾向 

 第 13 回フォーラムでは、26 件の日中協力モデルプロジェクトの文書交換が披露され

た。一部のプロジェクトについては、前日に文書の調印を実施した（26 件の内容は資料１

参照）。 

（１）分野別 

石炭関連が３件、循環経済関連が７件、省エネ関連が５件、水素関連が２件、長期貿易

（ＬＴ）関連が１件、情報交換など関係づくりを目的とするその他が８件という内訳だっ

た。今回新設の水素分科会に関係する内容が２件あった。 

（２）協力形態別 

枠組み協力 11 件、技術の提供や普及、共同開発７件、事業遂行のためのプロジェクト

６件、ファンド設立１件、人材育成１件という内訳になっている。全体的に枠組み関連の

ものが多く、とりわけ大手企業にこの傾向が強い。 

（３）地域別 

北京市４件、山東省４件、浙江省２件、天津市２件、江蘇省３件、そして、広東省、湖

南省、湖北省、山西省、陝西省、上海市、河南省、香港におけるプロジェクトが各１件あ
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った。また、中国国家節能中心など政府機関のプロジェクトも３件見られた。例年の傾向

と同様、大都市や沿海地域のプロジェクトが目立つ結果となった。 

近年の傾向としては、大手企業の参加の場合は、情報交換や関係醸成を見据えた内容の

ものが圧倒的に多く、新興企業や中小企業については、実際に製品を売買し、技術を提供

するプロジェクトが多い。その中で今回、丸紅株式会社が巨化集団との間で実務的な協力

内容を、今回のフォーラムの目玉となる水素の分野で調印したことは特筆される。 

今後、プロジェクト発掘を行う際には、大手企業が展開するプロジェクトなどで、中国

企業との協業、さらには協力覚書を調印する機会がないかを重点的に見ていくことが必要

になる。 

 

〈第 13 回フォーラムで披露された日中協力モデルプロジェクト 26 件〉 

 案件名 日本側 中国側 

１ 省エネルギー・環境保護事業の促進についての枠組

協力 

日中経済協会 国家発展改

革委員会国

際合作中

心、蘇州高

新区管理委

員会 

２ 省エネ分野における協力枠組の継続に関する合意書 省エネルギー

センター 

中国国家節

能中心 

３ 水素の活用による、工場および周辺地域の低炭素化

に向けた日中協力実証事業 

丸紅株式会社 巨化集団有

限公司 

４ 循環低炭素経済分野における協力の枠組み協定 北九州市 天津市静海

区人民政府 

５ 炭素繊維熱伝導防食塗料を石炭火力発電所に使用し

た省エネと石炭灰再利用によるエコ建材プロジェク

ト協定 

株式会社リバ

ーステクノロ

ジー 

中国建材環

保研究院有

限公司ほか 

６ 土壌、水務、固体廃棄物処理などの環境全般に関す

る合作プロジェクト 

丸紅株式会社 啓迪控股股

份有限公司 

７ 低炭素・循環型水素社会の実現に向けた枠組協力 石炭エネルギ

ーセンター 

楡林経済技

術開発区 

８ 環境省エネ型プレハブ住宅モジュールの産業化に関

する合意書 

ECO 資源投

資、丹下都市

建築設計 

亜当斯艾普

頓（天津）

投資管理有

限公司 

９ 地域環境保護事業促進に関する業務提携の枠組協力 株式会社みず

ほ銀行ほか 

清華蘇州環

境イノベー

ション研究

院 

10 有機固体廃棄物熱分解炉利用に関する協業意向書 WEF 技術開

発株式会社 

湖南万容科

技股份有限

公司 
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11 環境保護分野におけるビジネス交流促進のための枠

組協力 

Team E-

Kansai 

広東省科技

合作研究促

進中心 

12 小型メタンガス発電プラントの中国国内での普及に

関する協力覚書 

株式会社ヴァ

イオス 

山東中埼環

保設備製造

有限公司 

13 農村都市混在型生活ごみ処理資源再利用システム改

善と構築についての協力事業覚書の締結等 

一般社団法人

国際３E 研究

院 

浙江加百列

生物科技有

限公司 

14 土壌修復薬剤、技術及び設備の共同研究開発並びに

応用に関する合意 

北九環境投資

有限会社 

上海化工研

究院有限公

司 

15 青島中日省エネ環境保護産業園フィジビリティスタ

ディ及び概念性建設計画編制プロジェクト 

三菱地所設

計、野村総合

研究所 

青島国際経

済合作区管

理委員会 

16 石炭火力発電所の環境対策等に関する協議書 石炭エネルギ

ーセンター 

中国電力企

業連合会 

17 長江の環境保護に資する協働ファンドの組成協議着

手に係る覚書 

大和企業投資

株式会社 

中節能資本

控股、湖北

国翼投資管

理 

18 省エネ及びエネルギー効率化の分野における戦略的

枠組み協定 

三井住友銀行

（中国）有限

公司ほか 

中国国家節

能中心 

19 環境・省エネ分野における戦略提携に関する枠組協

定 

理光（中国）

投資有限公司 

清華蘇州環

境イノベー

ション研究

院 

20 日本の省エネルギー環境技術等の連雲港市贛榆区で

の転用に関する枠組協力 

株式会社環

境・エネルギ

ー技術研究所 

江蘇省連雲

港市贛榆区

人民政府 

21 下水処理運営管理分野における人材育成及び戦略的

提携に関する合意書の締結 

ウォーターエ

ージェンシ

ー、日中科学

技術文化セン

ター 

北控水務集

団有限公司 

22 日中省エネルギー環境保護園区での投資に関する政

策情報提供・企業紹介の協力協定の締結 

株式会社みず

ほ銀行ほか 

青島国際経

済合作区管

理委員会 

23 鉱山跡地・汚染土壌の修復に関する技術移転および

技術提携 

テピア環境イ

ンターナショ

ナル株式会社 

大地国際集

団有限公司 

24 河南省における紙・プラスチック代替新素材の事業

化に関する協力覚書 

株式会社

TBM 

中原豫資投

資控股集団

有限公司 

25 省エネルギー・環境保護事業の促進についての枠組

協力 

日中経済協会 北京市科学

技術研究院 
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26 石炭スラリー製造技術の推進に関する協力覚書 石炭エネルギ

ーセンター 

青島特利爾

環保股份有

限公司 

 

４．これまでの日中協力モデルプロジェクトに対するフォローアップ調査 

 第１回～12 回の日中協力モデルプロジェクト 362 件について、2019 年 11 月、進捗状

況や課題、要望等を尋ねるアンケート調査を実施した。（フォローアップ調査結果は資料

１に掲載）フォローアップ対象プロジェクトは 362 件のうち、117 件となる。 

 

（１）結果概要 

 全プロジェクト 362 件中、目標達成したプロジェクトは 129 件で 36％（うち、次の段

階に進んだプロジェクトは 13 件で４％）、新規として再調印したプロジェクトは 19 件で

５％、目標に達成していないプロジェクトは 76 件で 21％（プロジェクト開始前が 15 件

で４%、初歩的に事業開始が 25 件で７％、半分程度は目標を達成が 10 件で３％、目標を

半分以上達成しているが目標達成には不十分が 15 件で４％、おおむね目標を達成が 11 件

で３％）、途中で頓挫したプロジェクトは 134 件で 37％となった。 

頓挫の理由として、商業条件を理由に挙げたものが 98 件と大半を占めた。うち半数以

上が、ビジネスモデルが双方で合致しないもの、つぎにコストが見合わない、であった。

また、市場環境の変化は 14 件あった。関心喪失によるものが８件で、企業倒産が頓挫の

原因となったものは 14 件あった。  

 プロジェクトを地域別に分析すると、第１回～12 回を通じて経済成長が顕著で環境意識

が高く、コスト負担能力もある東部沿海地域が 183 件と、件数が集中する傾向がみられ

る。また、それより件数は離れているものの、東北地域でのプロジェクトも次いで 40 件

と高くなっている。     

調印者の組成別に日中協力モデルプロジェクトの経年推移を見ると、ここ数年、プロジェク

ト数の約半数は企業同士のプロジェクトであり、累計 164 件で全プロジェクト 362 件の約

45％を占める。属性別に見ると、第 11 回と第 12 回は、技術提供や、特に枠組みについて

の割合が 21%と、第１回からの累計 19%と比較し増加している。また、中国側との共同調

査、研究開発については第１回からの累計と同様 23%と一定の割合を保っている。実証事

業・合弁設立が第 1 回からの累計 13%と比較し９%と減少している。 

 

 日中関係がビジネスに影響しているかについては、回答数 99 件中、「非常に有る」、「有

る」と回答した割合は 26%である一方、「無い」、「それほど無い」が 69％である。（「どち

らともいえない」が５%）昨年のフォローアップ調査では、「非常に有る」、「有る」と回答

した割合は 31％、「無い」、「それほど無い」が 59％であったことから、近年の日中関係改
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善について、実際のビジネスの現場にも反映され、数字として表れているとも考えられ

る。 

（２）課題の傾向、分類 

全プロジェクト 362 件（４件未回答のため 358 件）を分野別に分類すると、省エネルギ

ーおよび新エネルギー・再エネルギー分野が 205 件で約 58％を占める。環境分野では、

水分野が 43 件で 12％、次にリサイクルが 33 件で９％、大気汚染対策等が 29 件で８％、

汚泥処理・ごみ処理が 21 件で６％、温暖化対策分野が 13 件で４％、土壌汚染対策が９件

で２％、ファンドが５件で１%である。 

 また、第 11、第 12 回の直近２年間では、第９回、10 回からの流れに引き続き、中国の

政策・規制強化に伴い、大気汚染対策関連が全体の２割近くを占めるまでに増加してい

る。これらの各分野において、今回フォローアップ対象プロジェクトである 117 件のう

ち、各企業、団体より指摘があった課題を分類すると以下の通りとなる。（複数回答可） 

 

 

主に、プロジェクト推進のための中国政府に対する要望事項として、「厳格な基準・規

制、ガイドライン等の必要性、測定機器の国家認証」が 22 件と、様々な分野、また多く

の企業、団体より指摘されている状況である。また、これに付随して、主に省エネルギー

および新エネルギー・再エネルギー分野で 2 件、大気汚染対策等、温暖化対策分野で 1 件

と「実力に合わせた基準・規制、測定能力育成」が必要であるという指摘がされている。

これは厳格な基準等だけでなく、現実に即した基準、規制の制定と、また中国における測

定能力の向上について求める声が大きい事の表れであると考えられる。 

 併せて日中両政府に対しては、「インセンティブ、先行投資支援、実証成果のＰＲ支

援」に関する要望が 10 件と、行政からの支援を希望するプロジェクトも少なくなかっ

た。 

 

厳格な基準・規制、

ガイドライン等の必

要性、測定機器の国

家承認

実力に合

わせた基

準、規

制、測定

能力

育成

（双方）

インセン

ティブ、

先行投資

支援、実

証成果の

PR支援

知財権保

護、ノウ

ハウへの

対価

中国側の

コスト負

担

サイバー

セキュリ

ティー

（データ

のローカ

ライゼー

ション）

省エネ等(省エネ、新エ

ネ、再エネ)
9 2 7 2 7 1

大気汚染（大気、温暖化） 4 1 1 2 - -

水 1 - - - 1 -

固形廃棄物（汚泥、ごみ） 5 - 1 - 1 -

土壌汚染 - - - - 1 -

リサイクル 3 - 1 1 - -
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（３）両国政府への要望 

 アンケートに提起された両国政府への要望をまとめると、以下のとおり。 

①日本政府に対して 

＜資金、予算面でのサポート＞ 

・行政機関は国際交流を促進するためのプラットフォーム、とくに環境に関連する部分を

支援してほしい／省エネや環境への投資促進策を強化することを期待／政策目的に応じて

制度面と企業リスク低減の面から海外との環境・エネルギー協力事業を推進することを期

待 

・普及が期待できる環境技術の中国での実証に支援の予算をつけてほしい。中国は市場が

大きく、技術が認められると普及が期待できるが、最初の実証の予算獲得が難しく、特に

中小企業が参入する際の障碍になっている 

・今回、日本側は、企業紹介するに留まり、補助金等の配賦が無く、経費は、全て中国側

頼みとなっており、日中合作プログラムなら両国にて均等（対等）な予算を立てるべきか

と考える 

・日本国の代表との思いで努力している中、公平性等の理由もあるかとは思うが、個別企

業への支援が無いまま海外事業を継続していくことは厳しい 

・資金、人材などの協力をお願いしたい。さらに、このプラットフォームの存在を認知し

ていただき、広く告知していただくこと、且つ活用してほしい 

・要望があれば共有して欲しい 

・環境基準（大気）の確認、判定はセンサー値ではなく、GB 規格でも定めてある人的採

取測定を基にするべきなので、信頼のおける測定会社を育てるべき 

②中国政府に対して 

・中国側に、日本で手配する製品導入をスムーズにしてほしい。日中政府間の関係が更に

友好関係になることを期待する 

・政治外交関係が経済関係にマイナスとならぬよう、特に中国政府には、対日経済関係重

視の姿勢を、明確なメッセージとして発信し、中国側ビジネスパートナーに安心感を与え

てもらいたい 

・環境規制の施行は賛同するが、地方政府の極端な規制値の設定や法律に定められていな

い要求が現場で行われており、合理的な法の執行と産業育成に注力してほしい 

・畜産廃棄物は環境汚染(重金属や抗生物質による土壌汚染や水汚染)の原因となる。その

ため、畜産業を持続可能な産業にするためには事業者から発生する廃棄物の適正処理が必

須である。適正処理するための法令整備を徹底的に実施して欲しい。また、適正処理する

業者に対してや畜産廃棄物由来の肥料販売に関するインセンティブを与える制度も積極的

に検討してほしい 

・国家レベルの(水素関連)法・基準改正、優遇・奨励制度の完全及び推進、知的財産権の

保護 
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③両国政府に対して 

・日中の微妙な関係／日中関係の健全化、日本技術の後押し／実証事業実施後の事業後押

し 

・引き続き、政府・民間の間での交流機会を多く作ってほしい 

・客観的に相手をみて、各自国民に正しいことを伝え、子孫のために、国民感情を友好ム

ードに牽引すること 

・省エネ機器が早期導入されるような具体的な法規制の推進の支援があれば良いと思う 

・環境、省エネ等国民の健康、生命に係る重要課題はもとより、経済関係の強化・発展に

ついてしっかりした認識を共有し、外交・政治関係の悪化がビジネスに悪影響を及ぼさぬ

よう、当事者にはっきり示してほしい。特に中国側においては、この点が重要 

・長期的な友好関係と緊密な交流 

・日本、中国許認可の相互認証が必要。許認可が必要なビジネスは、なかなか進まない。

場合によって 10 年以上かかる場合があるので、既に日本で取得した許認可がある程度、

相互に認める必要があると思う 

・ファイナンス面で、利用しやすい（両国の手続きを簡潔させる）、尚且つ確実にコスト

の魅力がある制度を具体化してほしい 

・大気、水、土壌汚染の計測技術の公定化を協力して進めてほしい。計測方法が公定化さ

れていないと、環境対策技術の移転も進まない 

・実証後普及の段階に入ったら、実証成果をアピールする際、政府関連部署・組織による

サポートがほしい 

・モデルプロジェクトの実施の先行投資費用に対する支援策 

 

５．総括 

（１）第 13 回日中省エネルギー・環境総合フォーラムは、長年の実績をベースとして双

方の交流がより緊密化・活発化した流れの中で開催された。日中双方の参加者は約 800 名

となり、特に日本側は、梶山弘志経済産業大臣、小泉進次郎環境大臣をはじめ約 500 名の

政府・団体・企業関係者が出席した。中国側も、張勇国家発展改革委員会副主任、李成鋼

商務部部長助理をはじめとする約 300 名が出席した。中国国内では、環境規制による取り

締まりの強化と併せて、省エネ・環境保護のための取り組みがより重視されている状況が

ある。フォーラムでは、日本の省エネ・環境技術やソリューションへの関心の高まりを昨

年同様に強く伺わせるものであった。 

（２）全体会議では、日中双方トップが、省エネルギー・環境協力の重要なプラットフォ

ームとして過去 12 回にわたり本フォーラムを開催してきた成果を評価した。また今後も

両国間の課題解決のみならず、地球規模課題の解決のため両国間の協力を更に強化してい

くことを確認した。 
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基調講演において日本側からは「脱炭素社会」の実現に向け、水素の活用がポイントと

なる中、今回「水素分科会」を新たに設置したこと、また「海洋プラスチックごみ問題」

に関して新たにプラットフォームを立ち上げる取り組み等について紹介された。更に、こ

れらの分野で多国間での会合や対話を通じた協力の拡大、深化を進めていくことも表明さ

れた。 

中国側からは、中国経済が質を伴う発展へモデルチェンジしたことに伴い、今後も制度

整備、人と自然の調和、共生維持に関して重点的に取り組む旨が表明された。また、持続

可能な発展のためにも経済成長と資源・環境分野の両立に関する日中協力を促進していき

たいと強調した。 

 また、髙橋泰三資源エネルギー庁長官からは、日中企業間の省エネ・環境分野での取り

組みを深化すべく、政府においてもモデル事業への支援等を実施していることなどを紹介

したほか、今後は「カーボンリサイクル」をテーマに日中協力をより促進していきたいと

表明した。 

 その後、日中の省エネ・環境関連の代表的企業トップの講演が行われた。 

日本側は、燃料電池・水素事業関連分野と、循環経済に付随したペットボトルリサイク

ルに関する紹介が行われ、中国側は、水資源、エネルギーの循環利用等についての取り組

みが述べられた。 

これら官、民の多角的な見地からの発言は、企業、関係者にとり今後の事業を展開する

上で示唆に富むものであったと考える。 

（３）本フォーラムで披露された新規の日中協力モデルプロジェクトは 26 件と、今回も

20 件を上回った。第 11 回、第 12 回よりも増加傾向にある。日中協力モデルプロジェク

ト醸成のため、昨年度に引き続き技術交流会を８月に大連、10 月に蘇州において計２回実

施し、両国企業のプロジェクトマッチングの機会を増やしている。また、一昨年度青島で

開催した技術交流会や、今年度実施した蘇州での技術交流会を契機としたプロジェクトが

調印されるなど、過去実施した技術交流会が成果に結びついていることが伺える。 

（４）分科会は、６分科会のうち５分科会が継続分野で新たなニーズに基づくテーマを設

定し、多くの関係者が参加した。また水素分科会が新設され、水素社会実現に向けた取り

組みや課題の紹介と、日中協力の方向性等について意見を交わした。各分科会によって、

交流やテーマに関する進捗の度合いや日中双方の立位置、ニーズは異なるが、事後アンケ

ート等からも総じて、日中双方の関係者が直接、ポイントを突いた意見交換や各分野の情

報収集、人脈形成を行い、日本企業にとっては中国における省エネ・環境ビジネスのきっ

かけ作りに役立ったものと思われる。 

 また、各分科会では、日本企業にとって中国側企業や政府関係者と直接コンタクトの可

能性がある貴重な場として評価を頂いた。一方で中国企業との交流時間が一部足りないと

の声もあった。次回以降も各分野における日中専門家からの発表時間は十分に設けた上

で、相互交流に関する機会の捻出方法を引き続き検討していきたい。 
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（５）今後に向けて 

① フォーラムのテーマに関する共有：既に 13 回にわたって様々なテーマで実施してお

り、この１、２年では「水素」や「海洋プラスチック」という新たなテーマが創出さ

れる中で、今後も様々な事象を踏まえ関係者とともにテーマを模索していきたい。 

② 引き続きテーマ･内容を早期にすり合わせ、分科会を早めに設置すること 

(ア) 第 11 回、第 12 回の反省から、早めのテーマ、分科会決定の為の準備を行い、10

月と 11 月に２回 JC-BASE 連絡会を実施し、分科会担当者、関係者間の連携を早

期に実施した。その結果、参加者募集や資料印刷等の分科会準備は余裕を持って

取り組むことが出来た。 

(イ) 次回にむけても、フォーラムや日中協力モデルプロジェクトフォローアップアン

ケート等から参加企業の関心あるテーマを抽出したりするなど、あらかじめ早め

にテーマとなりうる事項を検討する。また技術交流会においてもアンケートや事

後のフォローアップ等で分科会テーマに繋がるような興味、関心事項につき情報

収集を行う。 

③ 事前調印式：第 12 回に比較し参加企業数が多かった。また企業トップ層の出席が期

待できるので、企業のニーズがあれば引き続き実施すべき。 

④ ビジネスマッチング：２年ぶりにフォーラムにてビジネスマッチングを実施し、参加

企業からは好意的な評価を多く頂いた。次年度は中国でのフォーラム開催となり、中

国側の意向が重要だが、開催に向けた可能性を探りたい。 

⑤ 地方視察：今回は日本開催であり、日本側主導で視察先を決めたため、調整がスムー

ズに実施できたと考える。分科会によっては中国側の要望が直前まで提示されない等

もあったが、今後も引き続き、円滑な視察を実現するために、中国側と連絡を密にし

て調整を積極的にすすめていきたい。 

 以上に基づき、来年度以降の省エネフォーラムの運営に生かしていきたいと考える。 
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Ⅳ 2019年度のフォーラムに向けた活動とこれを通
じて得られた情報・意見・提案 
 

１．概況 

 2019年度のフォーラムに向けた活動は、2018年度に引き続き、中国国際商会環境ビジ

ネス企業家訪日団の受入れと、省エネ・環境技術交流会の中国地方都市（大連および蘇

州）での開催であった。 

 これら活動に参加した企業・団体数は日本側 65、中国側 204である。 

 日本企業 中国企業 

６/18-21 中国国際商会環境ビジネス企業家訪日団 

受入れ(東京) 

９ 12 

８/19   省エネ環境技術交流会（大連） 36 98 

10/24   省エネ環境技術交流会（蘇州） 20 94 

合計 65 204 

（参加した延べ企業数） 

 このほか個別の日本企業の中国側省エネ・環境関連企業との協業、市場進出などについ

ての相談等にも対応して、年間を通じた情報提供、ターゲット企業へのコンタクトや交流

支援、フォーラムや各種展示会をはじめとするマッチング交流の機会の創出や案内などを

行った。 

 これらの機会に、日本企業の省エネ・環境関連設備・技術の対中普及・PRに努め、企業

間のマッチング交流の一助とするため、「日本企業の省エネルギー・環境関連設備技術一

覧（2019-2020 年版）」を引き続き編集・作成し、ウェブサイト上で日中両国語による検索

閲覧を可能にした。 

 また、本邦の省エネルギー・環境ビジネス関連企業・団体からなる「日中省エネルギ

ー・環境ビジネス推進協議会」の会議を開催し、第 13回フォーラム実施に向けた意見交

換や協力要請を行った。第 13回フォーラム開催後には、フォーラムに対する改善点や要

望についてアンケート調査を実施した。 

 これら活動の概要と、得られた情報・意見・提案等は以下のとおりである。 

 

２．フォーラムに向けた技術交流会(大連) 

２－１ 目的と経緯 

本交流会は実務交流を重視し、また毎年日中両国で交互に開催する「日中省エネ・環境総

合フォーラム」に向けたプロジェクト形成を一層推進するために始めたもので、2016 年は

北京市、山東省淄博市、2017 年は天津市、2018年は遼寧省瀋陽市と山東省青島市で日中企
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業間の技術交流会を実施した。４回目の 2019年も日本側は経済産業省、中国側は国家発展

改革委員会資源節約環境保護司、国家発展改革委員会国際合作中心という両国の政府機関

による共催で、地元政府の協力を得ながら遼寧省大連市、江蘇省蘇州市で交流会を実施した。

中国の地方都市における省エネ・環境産業の発展状況への日本企業の実感を伴う理解を深

めるために、それぞれ現地企業の視察も行った。 

大連市では８月 19 日に交流会を行い、日中関係者は過去最大の 300 名以上が出席した。

翌 20日には、日本企業の希望者とともに日本電産（大連）有限公司の現地工場を見学した。 

 

２－２ 活動内容 

（１）日時：2019年８月 19日（月）9:00～17:00 

（２）場所：ヒルトンホテル大連金石灘（遼寧省大連市経済技術開発区海濱西路 57号） 

（３）主催：日本側：経済産業省、日中経済協会 

中国側：【指導単位】国家発展改革委員会資源節約環境保護司 

国家発展改革委員会国際合作中心 

【主催単位】大連金普新区管理委員会、大連市発展改革委員会 

（４）参加：日本側・計 36 社、中国側・98社 

（５）概要： 

ⅰ）企業交流会 

８月 19日午前は、日中企業による省エネ・環境技術、設備などに関するプレゼンテーシ

ョンを行い、午後は日中企業のビジネスマッチングを行った。マッチングは事前に事務局で

作成した組み合わせ表をもとに、１対１でマッチングを行う方式にて実施した。日本企業は

17 社がブースを設け、多い企業では中国企業 12 社とマッチングを行うなど盛況であった。 

本技術交流会では大連市地元政府と共に幅広い企業に参加を呼びかけたため、商社、金融

など技術系以外の企業からネットワーキングや市場のニーズを聴取する場としても活用さ

れた。 

 

①日本企業によるプレゼンテーション 
・株式会社 日立産機システム（省エネ性能の空気圧縮機） 
・富士電機株式会社（エネルギー設備の最適化管理システム） 
・株式会社トヨックス（工業用ホース） 
・株式会社荏原製作所（高性能工業用ポンプ） 
・東麗（北京）科技咨詢服務有限公司（水処理 UF膜） 

・藍星東麗膜科技（北京）有限公司（グローバル企業東レによるビジネス提案） 
・岩谷産業株式会社（水素エネルギー、水素ステーション） 
・三浦工業株式会社（省エネ性能ボイラ） 
・株式会社 J＆C（浄水酵素、土壌改良剤） 
・清本鉄工株式会社（水処理浄化槽） 
・中部エコテック株式会社（家畜屎尿の無害化・有機肥料化） 

・伸和商事控股集団有限公司(保水・浄水レンガによる緑化推進) 
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②中国企業によるプレゼンテーション 
・碧菲分離膜（大連）有限公司 
・大連闊森特新型建材有限公司 

 

③日中主催者等発言概要 

・王静波 国家発展改革委員会環境資源司処長 

近年、中国はエコな文明の建設、環境にやさしい発展を推し進めており、巨大な省エネ・

環境総合市場のニーズを持っている。日本には省エネ・環境保護の分野において先進的な技

術と管理の経験があり、双方の協力の将来性は限りなく明るいと信じている。発改委は経産

省との協力を強化し、両国企業の間でより多くのビジネス成果が実る活動を促進する。本日、

日中両国の企業がこの機会を活用し、協力分野の拡大や協力方法の革新など多くの協力意

向で合意に達し、Win-Winの関係を実現できるよう、またより多くの省エネ・環境協力プロ

ジェクトを締結し、金普新区で大きな事業展開ができることを祈念したい。 

・山下宜範 経済産業省資源エネルギー庁長官官房国際課統括資源エネルギー調査官 

日本と中国の関係は、2017 年に日中国交正常化 45 周年、2018 年に日中平和友好条約締

結 40周年を迎え、本年から新たな歴史を刻んでいく。昨年の第 12回省エネ・環境総合フォ

ーラムでは水素利用、海洋プラスチックごみ問題について議論をし、省エネ・環境に関わる

協力案件も多く生まれた。今年７月の G20 大阪サミットでも取り上げられたグローバルな

課題であり、本フォーラムがその解決に貢献できると考えている。初めて技術交流会に参加

したが、日中企業において省エネ・環境に関するビジネスへの関心は引き続き高く、多くの

ビジネスの機会が存在していると改めて実感した。今回の交流会を通じてさらに新たな協

力が生まれることを期待している。 

・李鵬宇 大連市金普新区党委員会書記 

大連は日本の海外投資が最も多い都市であり、中国東北地域における日系企業の最大の

集積地でもある。現在金普新区は敷地面積 28平方キロメートルの新日本工業団地を企画・

建設しており、日系企業進出の受け皿として、さらに投資奨励、減税、人材導入、部品調達

などの面から全力で支援を行う。また自由貿易区で医療機器、食品、薬品、ヘルスケア、電

子ゲームなどの産業をまず先に日本に開放することを検討している。日本経済界の友人諸

氏には、大連をより理解し、金普新区により関心を寄せてもらい、お互いに手を取り、共に

発展していきたい。 

・杉田定大 日中経済協会専務理事 

大連市は 1990 年代より日中合弁大連工業団地プロジェクト、大連ソフトフェアパークを

はじめ、日本政府や企業が大変お世話になった地域である。現在、新日本工業団地が開発さ

れ、日本電産の工場建設が進んでいると伺った。ぜひ新日本工業団地についても、昔の合弁

団地プロジェクトのように我々も支援を推進したい。今回の技術交流会の日本企業の参加

数は過去５回の技術交流会の中で最大の規模であり、改めて大連における日中ビジネスへ

の期待と関心が高いと感じている。本日のビジネス交流の成果が本年のフォーラムで披露
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され、日本と大連市の関係がさらに緊密になるよう願っている。 

ⅱ）企業視察 

８月 20日午前に大連金普新区に社屋を構える日系企業・日本電産（大連）有限公司（日

本本社：日本電産株式会社）を見学した。 

日本電産（大連）有限公司は 1992年２月に設立。主な製品は小型から大型まで多岐にわ

たる各種モーターで、ハードディスク用のモーターに始まり、現在大連では中国国内向けと

輸出向けに家電用、車載用モーターを生産している。見学では会社概要の説明を聞いた後、

開発部門のオフィス、モーターの製造工程、プレス加工工程等を見学した。工場の隅々に時

間の大切さや競争意識を高めるスローガンやポスターが掲示してあり、生産管理のきめ細

やかさだけでなく効率的に高品質を目指す意識の高い現場の様子に、参観者一同深い感銘

を受けていた。 

 

２－３ 結果 

（１）参加企業数、面談数等 

日本側参加企業：36社（17社がマッチング交流に参加） 

中国側参加企業：63社 

面談数：118件 

参加企業

数 
面談数 ビジネスにつながる面談数 

今後もコンタクトを希望する中

国企業数 

合計：36 

（17 社が

マッチン

グ参加） 

合計：118 

平均：７ 

最多：12 

最少：４ 

合計：14 
 

合計：34 

 

（２）日本側アンケートまとめ 

①今回の技術交流会についての評価 

・プレゼン時間が足りなかった 

・異業種交流の機会となり視野が広がった 

・毎年定期開催をしてほしい 

②中国で省エネ・環境ビジネスを事業展開することにおける課題 

・【水素エネ】政府の関連政策の支持が不可欠 

・【自動車解体】商務部が明確に資格制限しており外資が参入しにくい 

・【メーカー】一部のサプライヤーが中国の省エネ・環境規定に合格できず納期に影響が

出ている 

③中国側のニーズを知りたい分野 

・ゴミ処理、廃棄物、循環資源の再利用の現状 
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・新エネルギー車、電池処理 

 

２－４ 今後の方向性 

大連市は歴史的にも日本と関係が深く、東北地域最大の日系企業集積地である。中国東北

地域で最も重要な港口であり、国家級経済技術開発区、国家級ハイテク産業開発区などを有

し幅広い産業でイノベーションが促進されている。技術交流会開催地となった金普新区は

いわゆる国家級新区で、区内には自由貿易試験区も含まれ、環境保護強化や発展のための試

行や政策・税収面での優遇措置が図られている。近年はハイレベル製造業などに対する外資

誘致に積極的で、新たに日本工業団地の設立が予定されるなど、当地における日中間ビジネ

スへの関心は依然として高く、技術交流会への参加者数は過去最大となった。 

例年の技術交流会より実施規模が２倍近くなったことに比例して、企業の PR効果も高く

なった。例えば日本では知名度のある大手であっても中国ではまだ認知度が低いという課

題を抱えている企業もあり、アンケート結果からは企業の大小を問わずよい広報活動がで

きたことが伺える。また商社や金融関係の企業にとっても効率的なネットワーキングがで

きたようだ。 

反面、課題となったのは限られた時間内でプレゼンやマッチングの質を上げることであ

る。参加企業からはコンタクトは多くても実際のビジネスに繋がりにくいという声もあり、

この点においてニーズとシーズを細かくすり合わせる作業は継続して運営上の課題である。    

規模に比例して企業の関心分野は多岐にわたるため、プレゼン・マッチングの段階からテ

ーマを絞る、グループに分けるなどのゾーニングを検討してもよいだろう。 

こうした質的保証のためには、日中双方の事務局のキャパシティを鑑みながら、相応規模

の最適なマッチング交流を行うことが、開催地での持続的な省エネ・環境ビジネスの促進に

繋がると思料する。 

 

３．フォーラムに向けた技術交流会(蘇州) 

３－１ 目的と経緯 

蘇州での技術交流会は、前年に続き２か所で開催したいという中国側の希望もあり８月

の大連に引き続き開催したもので、10月 24日の技術交流会は地元政府である蘇州国家高新

技術産業開発区管理委員会、清華蘇州環境創新研究院の協力を得て、交流会当日は企業プレ

ゼンテーション、ビジネスマッチングを行い、約 290名の日中関係者が出席した。 

翌 25日には日本側企業の希望者と、蘇州で省エネ・環境事業に取り組む日中の企業を見

学した。 

 

３－２ 活動内容 

（１）日時：2019年 10月 24日（木）9:00～16:30 
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（２）場所：ホテル・ニッコー蘇州（江蘇省蘇州市高新区長江路 368 号） 

（３）主催：日本側：経済産業省、日中経済協会 

中国側：【指導単位】国家発展改革委員会資源節約環境保護司 

               国家発展改革委員会国際合作中心 

【主催単位】蘇州国家高新技術産業開発区管理委員会 

清華蘇州環境創新研究院 

（４）参加：日本側・20社、中国側・94社 

（５）概要： 

ⅰ）企業交流会 

10月 24日午前は、日中企業による省エネ・環境技術、設備などに関するプレゼンテー

ションを行い、午後は日中企業のビジネスマッチングを行った。マッチングは事前に事務

局で作成した組み合わせ表をもとに、１対１でマッチングを行う方式にて実施した。日本

企業は 16 社がブースを設け、多い企業では中国企業 18 社とマッチングを行うなど盛況

であった。 

また、マッチング交流時は会場を一部仕切り、中国側企業のプレゼンテーションを同時

進行で行った。 

 

 ①日本企業によるプレゼンテーション 

・株式会社トヨックス（工業用ホース） 

・富士電機株式会社（工場全体の最適化システム） 

・株式会社フジタ（Cd汚染吸収修復技術） 

・堀場(中国)貿易有限公司（汚水処理の省エネモニタリングデバイスと制御技術） 

・太平洋セメント株式会社（セメントキルンと下水汚泥一括処理の新技術） 

・上海速宜環境科技有限公司（汚染土壌改善の薬剤） 

・アズビル株式会社（ビルのスマート管理） 

・三浦工業株式会社（高効率省エネボイラ） 

・茶谷産業株式会社（水環境事業の商会） 

・エンバイオ（南京）環保技術有限会社・日本財産保険（中国）有限公司（土壌・地下水

汚染修復） 

・株式会社トーワ建設（有害重金属六価クロム 土壌汚染環境復元資材） 

・株式会社Ｊ&Ｃ（浄水酵素、土壌改良剤） 

②専門家技術コメント 

清華大学環境学院・黄霞教授、劉翔教授より、プレゼンを行った企業の技術・サービ

ス等について、解説や中国市場でどのような将来性があるかなどのコメントを述べて

もらった。日中双方の企業にとって有意義な情報が多く、終了後両教授に質問に行く日

系企業もあった。 



 

53 

 

③日中主催者等発言概要 

・王静波 国家発展改革委員会環境資源司処長 

長期にわたり、国家発展改革委員会と経済産業省、日中経済協会は経済貿易分野での

密接な協力を保持している。特に省エネ・環境の分野において相互の認識度、相互補完

性が高いことは、両国間での経済・貿易協力を行う上での輝かしい点だ。本日、日中の

多くの企業がこの技術交流会に参加しており、ぜひこの機会に十分に交流し、理解を深

め、協力領域を広げてほしい。また、この蘇州・高新区でより多くの日中協力による省

エネ・環境保護プロジェクトを促進し、成功させていきたい。 

・飯田大介 経済産業省通商政策局北東アジア課企画官 

両国総理の相互往来を通じて日中関係は完全に正常な軌道に戻った。このような中、

経済産業省としても省エネ・環境協力、第三国市場協力・中国市場のビジネス環境整備

等の協力など日中経済交流を進めている。特に日中省エネ・環境総合フォーラムは今年

で第 13回になり、昨年までに 360件を超える協力案件の調印が成立するなど、省エネ

環境分野における日中協力の重要なプラットフォームとして定着している。省エネ・技

術交流会は今年で４年目、計 58件の商談がビジネスに繋がるきっかけとなり、昨年の

フォーラムにおいては２件の協力案件の調印が成立した。今回の交流会でも 12月開催

のフォーラムにおける調印案件の成立に結びつくことを願っている。 

・杉田定大 日中経済協会専務理事 

開催地の蘇州高新区は、日本を代表する企業など 500社以上の日系企業が進出し、以

前より日中ビジネスが活発な場所だが、現在も皆様の関心が衰えていないことを実感

した。本年 12月８日には、東京で第 13回となる日中省エネルギー・環境総合フォーラ

ムを開催する。両国政府関係者による省エネ・環境分野における新たな協力分野の提案

や、両国企業等によるビジネスマッチングなどを通じてアライアンスの促進を図るも

のだ。この技術交流会は 12月のフォーラムに繋げるためのものであり、今回のビジネ

ス交流の成果がフォーラムで披露されることを期待するとともに、日本と蘇州の関係

の更なる緊密化を祈っている。 

・呉新明 蘇州高新区党工委書記 

  現在日中の友情は継続的に増進し、相互協力は絶えず深化している。日本企業は世界

に先駆けた省エネ・環境保全技術と先進的な環境に配慮した経営理念を持ち、太陽光発

電・水素燃料電池技術・バイオマス変換技術などは世界最高レベルである。今回の技術

交流会開催は日中企業、研究機構、地方政府等などの、省エネ・環境保護分野で協力す

るためのプラットフォームを構築し、高新区の省エネ・環境保護産業の発展を促進する

だろう。私たちはより胸襟を開き、よりよいサービスでもって、世界一流のビジネス環

境作りに力を入れていく所存であり、高新区と縁のあるすべての方と一緒により素晴

らしい未来を創っていきたい。 
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ⅱ）企業視察 

10 月 25 日午前に、蘇州のローカル企業と現地に工場を持つ日系企業の２社を見学した。 

①蘇州星火環境浄化股份有限公司（蘇州ローカル企業） 

同社は 1997年設立の、危険廃棄物の処理や企業向けの環境保全管理のコンサルティン

グなどを主要事業とする企業。本社にて同社総経理から会社概要や業務の特徴について

説明があり、参加者と廃棄物の処理方法や今後必要な技術についてなど、事業協力の可能

性を探る意見交換が行われた。その後、同社の廃水処理場にて処理工程と設備を見学。異

臭もなく、整然と設備を管理している様子が伺え、「教科書のように基礎がきちんとして

いる廃水処理場」と参加者からは高評価だった。 

②NGK（蘇州）環保陶磁有限公司（日系企業） 

日本ガイシ株式会社の出資により 2001年に設立。同社は自動車排ガス浄化用セラミッ

クスを製造しており、今回は 2019 年 12 月からの稼働を控えた、ガソリン車用の PM（粒

子状物質）除去フィルター（GPF）の新しい生産工場を見学した。各製造過程でどのよう

な加工を行っているのかサンプルを用いた説明を受け、オートメーション化された最新

の製造設備や技術を見て回った。 

 

３－３ 結果 

（１）参加企業数、面談数等 

日本側参加企業：20社（16社がマッチング交流に参加） 

中国側参加企業：62社 

面談数：112件 

参加企業数 面談数 ビジネスにつながった面談数 今後もコンタクトを希望する 

中国企業数 

合計：20 

（16 社が

マッチン

グ参加） 

合計：112 

平均：7 

最多：18  

最少：４  

合計：14 合計：18 

 

（２）日本側アンケートまとめ 

①今回の技術交流会についての感想、意見 

・非常にしっかりとした運営で、多くの企業と交流ができ、潜在顧客の発掘ができた 

・配布資料を参考に商談の可能性がある企業は自主的にアプローチしたい 

・日本からポスターを持参したが使用できなかったので、個別マッチングの設営手順につ

いて事前に教えてほしい 

②省エネ・環境ビジネス事業展開における課題 

・省エネ関連の融資があまりない 
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・中国環境基準の業種別、地域別など内容、農用地汚染修復法令等の整備 

・現状、中国の省エネ・環境事業は政府主導で企業自らの取り組みがまだ足りない 

③中国側のニーズを知りたい分野や地域、関心事項など 

・中国全土の六価クロム汚染土壌修復をする企業情報、農用地汚染の詳細な情報（中国全

土、汚染の種類、汚染レベルのマップ） 

・江蘇省、浙江省エリアにおけるボイラー設備の排気標準、特に NO２などの窒素酸化物

に関する規定 

・電子、半導体、化工、製造業などの分野の水処理需要、農村部汚水処理の需要、水処理

の規制事項 

 

３－４ 今後の方向性 

蘇州高新区は 1992 年に国家ハイテク産業開発区に認定され、電子情報産業、精密機械、

精密化学など 550 社以上の日系企業が集まる。企業だけでなく大型研究所を積極的に誘致

しており、清華大学や浙江大学などの大学研究院、国家電力（蘇州）都市エネルギー研究院

などハイレベルな研究所が多くあり、人材数は約 23万人という一大研究拠点にもなってい

る。今回は蘇州側の事務局に清華蘇州環境創新研究院が入ったこともあり、水処理、土壌回

復の専門家が日本側企業の技術プレゼンに対してフィードバックを行うことになった。新

たな試みだったが、中国企業にはその技術や製品がどのような優位性を持っているか、また

日本企業には中国市場で売り込む上での将来性など、日中企業の双方にとって有益な情報

提供となった。 

 今回は蘇州側事務局が参加企業募集の際に細かくニーズを集約しており、ニーズとシー

ズのすり合わせは比較的丁寧に行えた。事後アンケートでも、マッチング交流会での企業の

組み合わせなど運営が適切だったという評価が９割だった。 

また、大連技術交流会に引き続き参加企業を幅広く募集し、新たな業種として法律事務所

がマッチング交流会に出展した。精力的に商談件数を増やし、環境関係の訴訟委託について

引き合いがあったという。こうした動きも省エネ・環境ビジネスの周辺事業充実に繋がると

考えられ、今後も積極的に参加を呼び掛けたい。 

 

４．フォーラム前日のマッチング交流会の実施 

４－１ 目的と経緯 

日中省エネルギー・環境総合フォーラムの新プログラムとして、2017 年にマッチング交

流会を初開催した。日中企業による省エネ・環境に関する技術・設備のプレゼンテーション

および個別面談を通じて、互いのニーズとシーズについて交流を行い、実務協力の機会を創

出することが目的であった。参加者からは、プレゼンテーションに関心が寄せられた、複数

企業との面談が実現した、具体的ビジネスにつながったという事例の報告があり、同交流会
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の継続を希望する声も上がっていた。 

前回の成果を受け、本年は２回目となるマッチング交流会を開催した。日本企業による技

術やソリューションのプレゼンテーションを交え、日中企業がマッチングを通じてビジネ

スにつながるネットワークづくりを行った。 

 

４－２ 開催概要 

日時：2019 年 12 月７日（土）15:30～17:30 

会場：東京ガーデンテラス 紀尾井カンファレンスセミナールーム A、B 

主催：日本側：経済産業省、日中経済協会、中国側：国家発展改革委員会 

参加企業・参加者数：約 150 名 

日本側からは 24 社約 50 名 

中国側からは約 100 名（日中長期貿易、省エネ促進、循環経済、の３分科会出席の中国政

府・企業等関係者） 

 

次第： 

①開会・主催者挨拶  

日本側：杉田定大 日中経済協会 専務理事  

中国側：馬維晨 国家発展改革委員会 資源節約・環境保護司環保処調研員  

②日本企業による技術プレゼンテーション（各社８分×５社） 

１.趙婉寧 富士電機株式会社 北京事務所  

「グリーン産業と生態エネルギーの運用」 

２.林奨 株式会社堀場製作所 産学官連携推進室担当部長  

 「HORIBA の水素社会への貢献」 

３.林濱 日本電産（中国）有限公司／日本電産株式会社 副総裁 

「日本電産 会社概要紹介」 

４.青山章 WEF 技術開発株式会社 代表取締役  

「有機廃棄物分解処理装置「α-Gaia」の紹介」 

５.小池清仁 国際環境技研株式会社 代表取締役 

「廃棄プラスチックの減容と資源化」 

③自由交流（企業マッチング商談、名刺交換等） 

 

４－３ 内容  

 マッチング交流会には、中国側は今回フォーラム６分科会のうち、日中長期貿易、省エネ

促進、循環経済の３分科会からの参加があった。水素、自動車の電動化・スマート化分科会

は日本到着時間の問題、クリーンコール技術と石炭火力発電分科会は企業視察の関係によ

り参加がかなわなかった。 
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開催挨拶において、まず日本側から杉田定大日中経済協会専務理事が、マッチング交流会

が日中間でのビジネス展開を促進する重要な機会であり、両国の経済交流が一層深化して

いくことを強く希望すると述べた。続いて中国側から馬維晨国家発展改革委員会資源節約・

環境保護司環保処調研員が、中国には省エネ・環境保全分野で広大な市場があり、同分野で

先進的な技術と管理経験を有する日本は、中国と広範囲で協力できると力強く述べた。 

次に、日本企業による技術プレゼンテーションでは、各社８分ずつ自社の概要・技術・製

品等に関するプレゼンを行った。①富士電機株式会社は、「３つのステップ」による省エネ

に基づく安定したエネルギー供給を実現しているエネルギー管理システムを紹介。②株式

会社堀場製作所は、水素を“つくる、ためる、つかう”の３分野において、実証研究開発か

ら実用化まで分析計測技術で貢献していることを紹介。③日本電産（中国）有限公司／日本

電産株式会社は、省エネ、高効率のモーターとコア技術によって、これから来る５つの波―

電気自動車、家電の省エネ、物流省人化自動化、農業省人化、５Ｇの各分野で貢献していく

と紹介。④WEF 技術開発株式会社は、空気中の酸素から活性酸素を生成し、その活性酸素

だけで生ゴミを減容・乾燥化する有機廃棄物分解処理装置を紹介。⑤国際環境技研株式会社

は、廃棄されたプラスチック（PL）の油化還元装置を用いて、減容化・油化による「処理

費用の低減」と「収益化」が同時に可能であることを紹介。 

自由交流にあたっては、会場レイアウトを工夫し、後方に予め日本側のプレゼン企業と商

談希望者のために指定スペースを設けた。プレゼンテーションと並行して中国側との個別

面談を可能とし、より多くの中国企業と効率的にマッチングを行うことを目的とした方式

である。 

 

４－４ 成果 

交流会後、プレゼン企業と参加日本企業にアンケートを実施した。集計の結果、回答のあ

った７社で、合計 66 件の面談を行っていた。日本企業からは、「中国から本交流会のために

来日していることもあって信頼できる企業が多かった」、「日本の技術導入に積極的であっ

たため効果的なマッチングであった」、「このようなマッチングのプラットフォームを利用

できて良かった」などの感想が寄せられた。 

中国側にはマッチング交流会時にアンケートを実施し、36 名から回答を得た。その結果

は以下の通り。 

 

【中国側参加企業に対するアンケート結果まとめ 回収数 36】 

（１）本交流会の継続実施希望：33 無回答：３ 

（２）回答者所属分科会：長期貿易６、省エネ 14、循環経済 16 
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日本企業（プレゼン順） 発表内容 
面談社

数 

企業のどの部分に興味が 

あったか 

今後ビジネス

に結びつく 

内容か 

１. 富士電機株式会社 
グリーン産業と生態エネ

ルギーの運用 
14 

技術、製品、サービス、燃

料電池、エネルギー可視化

製品 

はい 18 

いいえ １ 

２. 株式会社堀場製作所 
HORIBA の水素社会へ

の貢献 
６ 水素化、製品 

はい 10 

いいえ １ 

３. 日本電産（中国）有

限公司／日本電産株式会

社 

日本電産 会社概要紹介 ５ 
製品、サービス、電気自動

車産業 

はい 11 

いいえ ０ 

４.WEF 技術開発株式会

社 

有機廃棄物分解処理装置

「a-Gaia」の紹介 
７ 

技術、サービス、投資コス

ト、a-Gaia 

はい 13 

いいえ ２ 

５. 国際環境技研株式会社  

廃棄プラスチックの減容

と資源化 
11 

技術、製品、投資コスト、

プラスチック分類技術 

はい 16 

いいえ １ 

（３）改善点＆要望： 

①プレゼンテーションについて、より詳細な説明を聞きたかった。 

②プレゼンテーションの資料を事前に印刷して配布して欲しかった。 

③日本企業と事前に十分なコミュニケーションをとりたかった。 

④プレゼンテーションをした日本企業の連絡先を教えてほしい。 

 

４－５ 今後の方向性 

 今回のマッチング交流会では、２時間という限られた時間の中で、プレゼンテーションを

行うとともに個別商談を効率的に実施することができ、参加者アンケートの結果も肯定的

であった。 

一方、改善すべき点もいくつか挙げられる。 

１）マッチング交流会の開催案内において、日本企業に対し中国側参加者に関する情報提供

が十分にできていない。 

→中国側の参加者募集状況に左右される面が大きいが、できるだけ早期に中国側参加者に

関する情報を入手し、日本企業に提供する。 

２）日本企業からは、中国企業からのプレゼン（具体的なニーズ、直面している課題等）を

希望する意見があった。 

→プレゼンテーションにおいては、日中双方のニーズを取り入れて企業の選定を行う。 

３）日中省エネルギー・環境総合フォーラムの開催前に実施される中国の地方での技術交流
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会との連携の必要性。 

→中国の地方での技術交流会は、中国の省エネ・環境分野に関わる技術、ソリューション交

流のプラットフォームであり、日本からの移転促進を中国側から期待されて 16 年に始ま

った。開催地のニーズに沿って具体的なビジネスマッチングの実績を上げてきた。それを

ベースとしてフォーラム開催時のマッチング交流会でさらに関連プロジェクトを深掘り

すれば、次年度の日中協力モデルプロジェクトにつなげることができる。 

 

５．中国国際商会環境ビジネス企業家訪日団受入 

５－１ 目的と経緯 

（１）目的 

  中国国際商会は、海外事業を展開する中国企業や団体等から構成されている商会組織

で、その業務を主管するのが中国国際貿易促進委員会（CCPIT）である。その中国国際商

会が 2019 年６月に、中国の省エネ・環境エンジニアリング関連企業の経営者による訪日

団を組織し、日本の省エネ・環境関連施設の見学や、日本企業との交流を目的に来日した。 

  訪日メンバーの企業は、汚水処理、ごみ処理、土木・建築業などの多くの分野で省エネ・

環境事業を手がけており、同分野で日本企業との交流・協力ニーズがある。今回、一連の

企業視察や日本企業との交流・マッチングを行うことにより、第 13 回フォーラムに向け

たプロジェクト形成の効果が期待できるため、協会にて受け入れ対応を行った。 

 （２）今回の活動  

  上記のニーズをふまえ、省エネ・環境事業に取り組む日本の製造業や関連施設を見学し

た。そして、同分野で日本の企業・団体と交流する機会を設けるため、当協会で交流会を

開催し、日本側は 14 の企業・団体が参加し、省エネ・環境関連事業の紹介を含めた企業

紹介と自由交流を行った。 

 

５－２ 活動内容 

（１）2019 年６月 18 日（火）〜６月 21 日（金） 

（２）訪日メンバー 計 15 名 

１.泥衛東 藍天衆成環境保護工程有限公司 社長 

２.冀魯艶 藍天衆成環境保護工程有限公司 エンジニア 

３.梁興泉 山東鑫国能源集団有限公司 社長 

４.翟 浜 中国環境産業研究院 常務副院長 

５.賈建峰 北京中電盛世電力建設株式会社 社長 

６.李 曼 北京中電盛世電力建設株式会社 副社長 

７.楊向陽 蚌埠市清泉環保有限責任公司 社長 

８.楊 浩 蚌埠市清泉環保有限責任公司 
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９.厳彩虹 浙江啓明星環保工程有限公司 社長 

10.武麗韜 神木県麗景環境美化有限公司 社長 

11.宋 岩 大連磐翔機電工程有限公司 社長 

12.羅興宇 丹東鑫興炭素有限公司 社長 

13.呉東生 天津市徳満天下建築工程有限公司 社長 

14.劉 偉 中緑国投(北京)生態環境科技股分有限公司 社長 

15.裴 涛 中国国際商業会議所 中日企業交流センター 副所長 

（３）省エネ・環境ビジネス交流会 

  東京にて交流会を開催し、中国側から３社の企業概要紹介、日本側９社の企業の技術・

製品についてのプレゼンテーションが行われ、省エネ・環境関連事業の紹介を含めた企業

紹介と自由交流を行った。 

●中国側発言要旨（企業の沿革以外の中国の省エネ・環境分野の現状） 

・中国は近年、生態文明建設、資源節約型の環境にやさしい社会づくりなど環境に配慮し 

た構想を打ち出している。省エネ・環境産業はいまや中国で全国的に言われている「８

大戦略新興産業」のひとつに位置づけられている。 

・中国は環境保護産業におけるニーズを試算すると３兆元あるとも言われ、日本と協力 

する可能性が非常に大きい。 

・日本はすばらしい技術、設備、サービスを持っており、例えば三菱グループの蓄電技 

術が重慶に導入されている実績がある。一方で、省エネ・環境分野における日本と中国 

の協力が抱える問題は、その技術をどのように中国の各地方にフィットさせるかとい 

うことである。 

（４）関連施設視察等 

●AGC Studio（AGC 株式会社の展示場） 

AGC は、ガラス分野では売り上げが世界一であるだけでなく、従来はガラスの製造過程

でヒ素などの猛毒物質が出ていたが、世界で初めてヒ素が発生しない製造方法を開発した

などの省エネ・環境分野の技術も紹介した。 

次に館内で展示されているガラスや建築素材の最新省エネ・環境技術についての説明を

解説員より受けた。今回の訪日団の中には建築・土木業を手がける団員もおり、技術、値

段、実績についての質問が相次いだ。 

最後に、AGC のグループ会社との企業マッチングがあり、セラミックや膜を扱うグルー

プ会社社員と交流していた。訪日団の中には自身の事業に取り入れたい材料が見つかり、

帰国後実務的な連絡をしたいというメンバーもいた。 

●早稲田大学訪問 

まず早稲田大学側より、日本の大学における省エネ・環境分野の研究がどのように行わ

れているのかについての紹介があった。それに対し、中国側より日本の大学でも先進的な

研究を行っている事実を踏まえ、協業や交流のきっかけ作りをどのようにすればよいか
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という質問があがった。これに対し早稲田大学側より、企業との交流・協力とは異なり、

大学の研究所は必ずしも営利を目的とした研究を行っているわけではない。交流・協力の

きっかけ作りのためには事業の社会的意義をきちんと提示しなければいけないと回答が

あった。 

●東芝未来科学館訪問 

東芝の歴史的進化と独立水素発電システム、SCiB 電池、オゾン発生器など省エネルギ

ーの活用事例を紹介した。団員はこれらの技術が単に開発されただけでなく、実際に様々

な場所ですでに利用されていることに驚いていた。また、消えるトナーの紹介では、どの

ような原理でインクが消えるかなどについて複数の団員から質問があった。 

●LIXIL ショールーム 東京 

LIXIL のキッチンやお手洗いなどに応用される最新技術を見学し、多くの設備に人や

環境にやさしい技術が取り入れられており、団員の関心度は高かった。例えば、あまり注

意して見ることのない台所の流しの溝に下水と固形廃棄物を分ける技術を採用し、ゴミ

の分別をより容易にする設備などがあり、団員からは技術的な質問が相次いた。 

●ハイケム株式会社 

社員の多くが中華系ということもあり、中国の環境問題を含めた事業紹介を行った。化

学品の生産・販売・技術移転を手がけており、その事例紹介があった。訪日団からは、家

畜および家禽の農業廃棄物処理、亜臨界技術、下水処理についての質問が多く上がった。

また、ハイケムの現地法人の近くで会社を経営している団員からは現地法人とのコンタ

クトの取り方を聞く場面もあった。 

 

５－３ 結果と今後の方向性 

 今回中国側と交流した日本企業は中国現地法人を持っており、現地法人の連絡先を確認

する団員も多く、団員の帰国後に現地での交流が進むことが期待できる。 

中国側の発言にもあったように、日本の良い技術、設備、サービスをどのように中国の各

地方都市（特に中小規模の地方都市）に導入するかという点で協力の余地が大きい。例えば、

AGC Studio での企業マッチングでは、日本側が汚水処理に使用できる付加価値の高い膜を

アピールするも、団員からは「品質は良いが高い。使用できるのは大規模な国営企業の工場

ではないか」という指摘もあり、日本の良い技術を中国で、中小規模の民営企業に広く普及

させるには様々な障へきがあることも分かった。 

今後は訪問先の企業を中心に交流の進捗を確認しながら、フォーラムの日中協力モデル

プロジェクトにつなげるよう努める。具体的には、付加価値の高い建築材料や汚水処理など

に使用する膜などの分野において可能性が期待できる。 
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６．省エネ・環境技術の中国における普及に向けた情報収集・発信 

６－１ 日中省エネルギー・環境ビジネス推進協議会の活用 

日中省エネルギー・環境ビジネス推進協議会（JC-BASE）は、2006 年５月に東京で開催

された「第１回日中省エネルギー・環境総合フォーラム」の成果を踏まえ、今後の対中省エ

ネルギー・環境ビジネス推進を図る推進母体として、経済産業省、日本経済界の支援、協力

を得て、同年 12 月に設立された。主として中国での省エネルギーなど環境関連ビジネスに

関心を有する日本の企業や産業団体が参加しており、日本の経済界としては初の日中省エ

ネルギー・環境協力推進の横断的な組織である。事務局は一般財団法人日中経済協会内に置

かれ、わが国の省エネルギー・環境分野における企業、団体等約 460 社（2020 年３月現在）

が会員となっている。 

 本協議会は、日本の産業界の意見交換、ニーズの集約、中国側からの情報収集、情報共有

化を主たる活動として、「日中省エネルギー・環境総合フォーラム」に係る情報交換・意見

集約・参加協力、更に、省エネルギー・環境ビジネスに係る障害問題の克服及び対中ビジネ

スにおける重点プロジェクト等の推進を図るための事業を展開している。 

 

６－２ 連絡会の開催 

 第 13 回フォーラム実施前に、分科会をはじめとする実施内容についての報告とともに、

フォーラムの内容や今後の進め方について、意見徴収のため、2019 年度は２度連絡会を開

催した。 

<第１回> 

（１）日時 2019年 10月 17日（木）11:00～12:00 

（２）出席者 連絡会２団体２名、オブザーバー１団体１名、経済産業省９名、事務局 

（３）主な議題 

  ・第 13回日中省エネルギー・環境総合フォーラム 準備状況報告 

   １）開催日程案 

   ２）今後のスケジュール 

   ３）分科会について 

   ４）調印案件募集 

・出席者発言・意見交換  

（４）概要 

事務局より第 13回の日中省エネルギー・環境総合フォーラムの開催について以下を報

告した。 

東京にて 12月８日に開催することで日中が合意。会場はホテルニューオータニ、紀尾

井カンファレンスを予約済。申し込みは今週または週明けに正式な開催案内を配信予定。

申し込み締切は 11月８日を想定。 
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分科会関係者の顔合わせとキックオフとするため、本会議を実施。事務局から、今回の

意義、分科会を中心とした準備状況、特に各分科会のアジェンダ作成を急いて欲しいこと

を報告、伝達し、参加者からは分科会資料の作成や会場など事務事項を中心に質問があっ

た。また、参加者に対し、関係企業への宣伝周知を要請した。 

 

<第２回> 

（１）日時 2019年 11月 28日（木）15:30〜16:30 

（２）出席者 連絡会２団体２名、オブザーバー１団体２名、経済産業省８名、事務局 

（３）主な議題 

  ・第 13回日中省エネルギー・環境総合フォーラム 準備状況報告 

   １）開催概要（次第、会場プラン） 

   ２）分科会と地方視察 

   ３）調印案件に関して 

   ４）その他（マッチング交流会） 

・出席者意見交換 

（４）概要 

  事務局より、第 13回日中省エネルギー・環境総合フォーラムの開催が約１週間後に迫

るなか、現状の準備状況（前日の調印式、マッチング交流会、翌日の全体会議、分科会）

を説明。また会場が２カ所に分かれるため、午後の分科会会場への移動手段としてバスを

運行する件など主にロジ面での状況を共有した。    

各分科会の地方視察スケジュールに関してもアジェンダと共に周知。参加者からは当

日の分科会運営や必要資料などの質問があった。併せて参加者に対し、フォーラム参加登

録の漏れがないかの確認と未登録の場合至急に登録するよう依頼をした。 

 

６－３ 「日本企業の省エネルギー・環境関連設備技術一覧」の作成・配布 

 中国の省エネ環境に関係する政府・企業・機関等に対して、日本の省エネ環境技術･ノウ

ハウを紹介する情報ツールとして、2009 年以降、「日本企業の省エネルギー・環境関連設

備・技術一覧」を作成している。2019 年度も JC-BASE 会員を中心に中国市場で展開を希

望する技術を募集し、省エネルギー、新エネルギー、大気汚染対策、循環経済、水処理、土

壌汚染防止・土壌改良、スマートシティ等、７分野で 68 社 97 件の技術・ソリューション

を収集、整理し、2019-2020 年版としてウェブサイトに掲載したほか、ウェブサイトを紹介

するパンフレットを作成した。一覧には、個別技術のほか川崎市、北九州市などの環境対策

の経験等も掲載している。 

一覧は、日中経済協会のホームページから日本語・中国語で随時閲覧･検索が可能で、シ

ーズ企業に直接連絡することもできる。パンフレットは、第 13 回フォーラムで配布したほ

か、10 月に蘇州で開催した技術交流会の場と、また当協会と中国の中央・地方政府との交
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流の機会や、企業との交流の場を通して広く配布に努めた。 

 <ウェブサイト> https://jcpage.jp/tec/ 

 

６－４ JC-BASE会員に対するメール情報サービス 

 2019年度情報提供回数: 24回（第 13回フォーラムの日中協力モデルプロジェクト募集・

参加案内、技術交流会参加案内、技術一覧掲載募集、各種省エネ・環境イベントの案内等） 

 

６－５  「日中省エネルギー・環境総合フォーラムに関するアンケート」実施 

６－５－１ アンケート概要 

（１）実施期間：2019年 12月 16日～2020年２月 21日 

（２）対象：日中経済協会賛助会員、JC-BASE 会員、第 13回フォーラム参加者 

（合計約 700社） 

（３）回答数：50件 

 

５－５－２ アンケート結果 

（１）第 13回日中省エネルギー・環境総合フォーラムについて 

１）成果 

 本フォーラムが自社の対中ビジネスに役に立つとの回答が 77件あり、具体的には(複数 

回答可)、情報収集(40件)と人脈形成(24 件)、PR（11件）、商談につながる（２件）が挙げ

られた。 

また、本フォーラムの取り組みのうち、特に有意義であると感じた取り組み(複数回答可)

は、分科会(38件)、基調講演(20件)、日中大手企業 CEO 講演(13件)との回答が多く、回答

者の名刺交換等を含めた今後の商談・ビジネスにつながるとする交流は計 89件に上り、昨

年の 118件からは数を減らしているものの、回答者の第 13回日中省エネルギー環境総合フ

ォーラムに対する評価は高いことが読み取れる。 

 

２）改善点 

一方、改善が必要とされる点としては、会議の通知・形態を改善すべき（①可能な限り早 

期に日程、テーマを確定し通知すべき、②発表資料やプログラムの事前配布、また分科会プ

レゼンターの事前通知希望、③会議中から会議後まで参加者が写真撮影を行いにくいため

ホームページからダウンロードできると有難い、④日中協力モデルプロジェクトに採択さ

れたかの通知を確実に欲しい、⑤講演の時間を連続してまとめてもらえると一気に聞けて

有難い）とする回答が 11件、内容の改善（①質疑、ディスカッション、自由商談の時間・

機会が更に必要、②訪中団、第三国市場フォーラムとの差別化または統合）を求める回答が

５件であった。また、フォーラムの日程について（できれば平日開催を希望）についても回

答が４件あった。 
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３）分科会テーマに関する要望 

  分科会で取り扱ってほしいテーマについては、以下の要望が提起された。 

分野 具体的な内容（テーマ） 

水素分野 
エネルギー政策に関する旬な講演（中国では政府の政策が日

本以上に重要であるため） 

カーボンリサイクル 

日本初のカーボンリサイクルのコンセプト（CO２を資源と

して捉え、これを分離・回収し、鉱物化や人工光合成、メ

タネーションによる素材や燃料への利用等ともに、大気中

への CO２排出を抑制していく）を来年度以降の「クリーン

コール技術と石炭火力発電分科会」にてテーマとすること

が提案 

環境改善と省エネルギー 中国でのトラックの排気ガス改善対策と燃料改良進捗 

下水処理技術 下水処理場の運転管理 

環境モニタリング分野 
日中間の大気・土壌・水質等の分析解析・適用方法・法的

制度等の説明 

デジタル技術 IoT活用事業の事例紹介など 

中国の最適なエネルギー分配政

策 

LNG需要関連（誰がどのセクター向けに手当しようとして

いるのか、若しくは全てを市場原理に任せるのか） 

設備の ICT(IoT)技術 
ボイラ、空調機器等設備への ICT 技術応用、効率化、保安

向上) 

循環経済分野 水・環境の日中共同戦略 

自動車分野 前回のフォローアップと最新動向 

日中長期貿易分野 分科会名を水・環境といった具体名にすべき 

電力業界向けの IoT適用動向 
発電・配電・小売等のバリューチェンで取り組むデジタル

技術の紹介 

デジタルシティ 複数の技術を最適に連携し街全体で効果を上げた事例紹介 

中国のメタン発酵事情 中国国内のメタン発酵市場の現状及び技術についての内容 

中国の再エネと VPP関連 政府動向と法律、基準策定など 

LCCを踏まえた持続可能な 

都市・建築の在り方 

運営、メンテナンス等のコストも踏まえた長期視点での都

市や建物の設計、マネジメント等の重要性（中国では初期

投資のみに焦点があたる事が多い） 

その他 

・中国側での汚泥の再利用・資源利用の現状 

・水素社会、省エネ車 

・環境改善 

・リサイクル関連 

・土壌・地下水浄化 
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実施に際して、充実してほしい点としては、製品・技術の発表（17 件）、ビジネスマッチ

ング（９件）、フリーディスカッション（９件）、質疑応答（４件）等が意見の多数を占めた。 

その他、①市場動向の報告、②講演機関、会社数の増加、③中国開催時の工場見学等視察

の実施、等を充実、追加してほしいとの要望も寄せられた。 

 

４）中国側が来日した際の個別交流を希望する分野 

  個別交流を希望すると表明した回答者の提起した分野は次の通りである。 

・燃料添加剤の説明、環境改善と省エネ技術 

・小型メタン発酵発電システム 

・下水処理場運転管理技術、自動制御技術 

・ごみ焼却灰振動式造粒機 

・アルカリ水電解装置 

・水処理関連技術 

・環境モニターセンターに向ける水質分析装置・技術等 

・再エネから水素を製造する技術 

・環境改善、水素 

・都市計画、建築設計 

・可燃性ガス、毒性ガス検知器、警報器 

・鉄鋼環境・省エネルギー技術 

・下水処理に使用する高速繊維ろ過装置 

・北九州市の環境政策及び市内企業の環境技術 

・発表内容に対しての個別の質問や相談が出来る場面の設定 

 

５）企業マッチング交流会について 

企業マッチング交流会へ参加した企業が７社、参加しなかった企業が 39社と、アン 

ケート回答数に対し参加企業数が少ない状況だった。参加しなかった理由としては、①

参加企業とのニーズがマッチしない、関心ある企業がない、②日程が合わない、③フォ

ーラムの場で個別に交流を進めているため、④開催情報を知らなかった、また事前の情

報で内容が分かりかねた、等の意見があった。これらの意見を踏まえて、今後は事前の

周知徹底や中国側の事業内容の早期共有などを実施できるようにしたい。 

また、今後の開催を希望するとした企業が 29 社、希望しないとした企業が 12 社あ

り、希望すると表明した企業から下記のような意見・要望が寄せられた。 

・トラック会社の参加企業情報があるとありがたい 

・中国の下水処理業界の同業者と交流を図りたい 

・中国側のニーズを事前アンケートしておけば、日本側が対応しやすくなると思う 

・地域による再エネの設置、利用、余剰等の状況と水素製造への利用の取り組み情報充実 
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・最新の動向確認と人的ネットワークの拡大 

・ビジネスターゲットとなる業界の団体の招聘と、規制緩和/強化等に関連する 

行政機関の招聘 

・会場の交流だけでなく工場見学等で実感してもらうことも有用と思慮 

・今後、新たな形での金融機能提供や、事業参画等、様々な形でパートナー連携を指向す

る場合に、参加を検討したい 

・中国側の政府代表者がより実務に近い人の出席となっていることもあり、基調部分につ

いては国際協調を日中双方の主題にできると良い 

・水素等今後に向けたテーマの日中交流は意義がある 

・事前に参加企業の情報や、分科会の情報を前広に展開希望 

 

６）フォーラム事前の技術交流会について 

 フォーラムに向けた技術交流会では、以下のような分野及び製品・技術等について行わ

れることが要望されている。 

 

分野 製品・技術等 

省エネ及び環境全般 
・環境分析の方法・技術・装置 

・技術よりもビジネススタイルに興味あり 

大気、石炭火力発電等 

・石炭火力発電 

・省エネルギー・石炭の有効利用 

・石炭火力、デジタル技術 

循環経済 

・燃料添加剤「OILTAC」 

・バイオマス 汚水処理 

・汚水処理、汚泥処理、汚染土壌修復、グリーンエネルギー 

・CO２排出量削減・再生可能エネルギー・蓄電池 

・電力業界向けの IoT適用動向 

・廃棄物・リサイクル技術 

水素 

・炭酸ガス削減の取り組み、水素関連技術 

・水素・燃料電池分野、自動車、新エネ車、クリーンエネルギー 

・水素製造、利用、それに関連する中国の政策 

・水素などにおける省エネソリューション 

日中長期貿易 
・水環境分野、改善 

・土壌・地下水浄化 

その他 ・省エネ・環境保護型都市計画及び建築設計 
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また、今後の技術交流会で交流したい中国側の企業、事業者については、以下のような要

望が示された。 

分野 交流したい中国側企業・事業者 

省エネ、環境全般 ・官庁及び民間の分析センター 

大気、石炭火力発電等 ・発電事業者 

・コークス利用分野 

循環経済 ・ごみ焼却灰振動式造粒機 

・バイオマス 

・CO２排出量削減・再生可能エネルギー・蓄電池の分野で高い技術力を持

つ中国企業 

水素 ・水素製造、輸送、インフラ関連事業 

・水素・燃料電池 天然ガスなどエネルギー 

日中長期貿易 ・下水道、上水道 

・水事業に係る政府機関や企業 

・水処理プラントエンジニアリング企業 

・水関連の環境分野に属する企業 

その他 ・都市計画及び建築設計 

・鉄鋼省エネルギー問題のコンサルタント 

 

（２） 次回の日中省エネルギー・環境総合フォーラムについて 

次回のフォーラムについては、主に以下のような意見、要望が示された。日中間の省エネ・ 

環境ビジネスアライアンス実現に向けて、これらを充分にくみ取っていくことが求められ 

ている。 

➢ 分科会の際に、名札を準備して欲しい。名刺を入れるような簡易方式で可 

➢ 中国企業との交流プラットフォームとして大変良かった。引き続き日中間の交流

促進のため、また情報交換の場として継続希望 

➢ 働き方改革の点からも平日開催を希望 

➢ 分科会全体でのコンセプトがもう一つ明確ではなく、自社の発表内容に対して参

加者が興味を示したかどうか判断しかねる。10 年前とは省エネの分野も技術も変

化しており、時流に合ったテーマに統一した内容の方が交流も促進されるのでは 

➢ 水素燃料については、例えば、本当に水素燃料は発展させて良いのか、マイナス要

素はないのか、という視点での論議が必要なはずだが、分科会では、そのような議

論はなされない。ただ中国では、水素を慎重に見ていく必要があるという意見も多

いため、日中間で意見交換ができる場があると良い 

➢ 分科会によっては、テーマが社会システムの構築。ただそう簡単には到達しないと

いう現状もあるが、やる気になる仕掛けづくり等を論議する必要があると思慮 
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Ⅴ 省エネルギー等・環境技術及び機器の中国にお
ける普及のために必要な政策上の課題 

１．本年度の取り組みの成果と課題 

はじめに 

 2019 年度は、中国における第 13 次５カ年計画の最終年度 2020 年の前年度に当たり、中

国経済が質を伴う発展モデルに代わっていく中で、「制度面からの生態文明制度整備、人と

自然の調和と共生維持」の方針が打ち出されている。具体的には前年度までのグリーン成長

を目指す取り組みの継続のもと、「青い空、澄んだ水、きれいな土を守る戦い」のスローガ

ンの下に進められている石炭などの利用効率の向上を含めた大気汚染対策事業、エネルギ

ー消費 GDP原単位当たりの低減、新エネルギー車の開発・普及推進、河川・湖沼の水質維持

改善のための責任制度、ごみ分別処理の推進などが継続して取り組まれている。 

これらの中国の政策展開を背景として、第 13回日中省エネルギー・環境総合フォーラム

が開催された。今回は両国の閣僚による基調講演、企業代表による最新の日中協力の紹介や、

各社の技術紹介を行った。全体会議では日本側から梶山弘志経済産業大臣、小泉進次郎環境

大臣、宗岡正二日中経済協会会長、中国側からは張勇国家発展改革委員会副主任、李成鋼商

務部部長助理、孔鉉佑中華人民共和国駐日本国特命全権大使が基調講演を行い、日中双方は

過去 12回開催での成果を評価し、今後の地球規模の課題解決に向けた両国の協力強化を確

認した。全体会議では同時に、水素に代表される新エネルギー開発、カーボンリサイクル、

海洋プラスチックごみ問題など時代のニーズに沿った協力と政策対話の強化が示された。 

 

１－１ 成果と意義 

2018 年度の報告書では、新たな協力分野創出の機運と具体的なビジネス案件推進を重点

とする方向性を背景に、2019年度以後の目標・課題として以下の５点を取り上げた。 

 

 

 

 

 

 

（１）においては、日中の具体的なビジネス案件創出の場である省エネ・環境技術交流会 

を前年同様に開催した。今年度は遼寧省大連市と江蘇省蘇州市の２か所で開催した。 

大連市では、同市金普新区書記から同市での新日本工業団地、自由貿易区につき、制度面

も含めての詳細説明が実施され、中国側参加企業は 98 社、日本側参加企業 36 社で技術交

流会では過去最大の 300名以上が参加した。また、あわせて日中企業間での企業マッチング

交流も実施した。交流会後には同市の手配により、大連市金普新区内の日系企業視察も行っ

（１） 新規日中協力モデルプロジェクト形成の支援の強化 

（２） 省エネルギー・新エネルギーにおける新たな協力分野の可能性を探る 

（３） 日本・中国の各地方との省エネ・環境協力を軸とした交流の促進支援 

（４） 日中双方の公的支援制度などの情報発信および普及の支援 

（５） 中小企業の協力拡大を視野に入れた交流の促進 
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た。 

蘇州市においては、蘇州国家高新技術産業開発区管理委員会と清華蘇州環境創新研究院

より同市における環境・省エネ・科学技術・商務等を含む産学協同体制につき説明がなされ、

交流会には同市が推薦する中国の優良企業など 94 社と、日本側 20 社が参加した。マッチ

ング交流会では、日本側 16社がブースを設け、盛況な中国企業との交流を展開した。また

現地中国企業視察については２か所実施した。 

大連市、蘇州市ともに事前に現地で詳細な打合せを行い、情報交換・情報共有を継続的に

進めることで、日本企業の技術シーズのプレゼンテーションと、中国側の技術ニーズの紹介

がうまく組み合わされ、短期間で効率的なマッチングを進めることができた。 

（２）については、日本側企業の感じている制度的な課題や必要とする情報に関し、 

フォーラムの準備段階で各関係機関と意見交換を進め、分科会のテーマ及び日中双方のプ

レゼンテーション内容において反映される結果となったものも多い。 

具体的には、2018年の第 12回日中省エネルギー・環境総合フォーラム全体会議で日本側

から提案され、以後日中間での新次元の交流テーマとしても取り上げられる「水素利用、水

素社会の到来」の流れを受けた新たな「水素分科会」が立ち上がった。また「循環経済分科

会」では、新しく「海洋プラスチックごみ問題の解決」を主要テーマとし、官民双方で制作

の発表や、企業の取り組み事例が紹介されるなど、合わせて６つの分科会で協力の可能性が

拡がるテーマに沿った議論が展開された。 

（３）については上述の通り、中国での技術交流会開催により、参加の日本企業は大手企

業のみでなく、地方企業まで広がっている。また日本側地方自治体の中国国内事務所からの

参加も見られ、今後のさらなる交流促進・充実にむけ期待が持てる。また今次フォーラムに

おいても、中国の地方政府と日本側自治体との間で結ばれた協力枠組みが、新規日中協力モ

デルプロジェクトとして発表されている。今後更なる告知活動と地道な関係先への働きか

けが継続されていく事を期待したい。 

（４）については、複数年にわたり本事業の重点的な取り組みテーマとしているが、今回

も前述のフォーラム各分科会において、日中双方の発言で、最新の各種取り組みが紹介され

た。しかしながら、日中双方の公的支援制度の広範な周知・普及については、省エネ・環境

分野の協力進展に伴い変化・深化するものであり、今後も引き続き取り組む必要性があると

考えられる。 

（５）については、（３）の大連、蘇州で開催した技術交流会に日本から初めて参加した

中小企業もあり、本事業の一環として運営する JC-BASE（日中省エネルギー・環境ビジネ

ス推進協議会）による開催案内をはじめとした情報提供なども効果をあげていると思われ

る。引き続きの中国での事業展開に意欲を示している中小企業もあり、同時に中国側から日

本側の参加企業への積極的なアプローチもあることから、今後も関係先と連携し継続支援

に取り組む必要があると考えられる。 
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１－２ 主な課題 

 第 12 回までの日中協力モデルプロジェクト 362 件に対するフォローアップ調査や、大連

市、蘇州市で開催された技術交流会、第 13 回フォーラム事後アンケート等を通じて得られ

た日本の省エネ・環境技術に関する中国市場展開での課題、要望などについて、表１．「日

本の省エネルギー・環境技術の中国市場での展開における課題」に整理した。これは日本企

業・関係機関の意見を反映したものである。内容としては、昨年度から同様の分野で同様の

要望・課題提起が行われているものも多い。分野別では以下の通り分類して掲載した。 

 

１．認証・検定・計測・基準・標準  

２．普及のための制度整備・支援策  

３．規制強化・行政の管理強化と、行政運用の不透明さ、情報開示関連  

４．その他 

 

特記すると、１．２．では数年にわたり指摘されている大気汚染対策と水質・土壌汚染対

策での測定方法や公定化、地域による規制値の違い、廃棄物に対する適正な法令整備などで

ある。 

３．では省エネ機器に対する優遇制度・罰則規定が明確でない、管理基準や罰則規定があ

っても本条例が義務化されていない、など行政の管理強化に関する課題および行政の運用

についての問題指摘は続いている。 

 また分野を問わずに制度上の問題点・課題も指摘が多く、優遇策・罰則規定が無い（省エ

ネ）、行政機構の縦割り弊害や国有企業優遇（大気汚染）などが寄せられた。 

新技術に対する中国側の許認可の壁、知的財産権への懸念などの従来から指摘された課

題のほか、前回から引き続き寄せられた意見として、サイバーセキュリティー法に基づいた

制度的な重要情報の流出、顧客データ入手の困難性への懸念が拡がっていることが上げら

れる。 
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表１．日本の省エネルギー・環境技術の中国市場での展開における課題 

 

（１） 分野別の制度上の課題 

 認証、検定、

計測、基準・

標準 

普及のための

制度整備、支

援策 

規制強化・行

政の管理強

化 

行政の運用が不

透明、情報開示 

省エネルギー   ・省エネ機

器に対する

制度は整備

されつつあ

るが、優遇策

や罰則規定

などが明確

にない点な

ど実効感が

薄い点が課

題 

・区政府との協

業よりも、関連・

事業実施の企業、

団体と協業した

方が良い。区政府

担当の影響力・決

定力が無く予算

獲得が困難 

新エネルギー・

再生エネルギー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 新しい製造技

術は世界初の

試みになるケ

ースがあり、

既存支援策の

適応条件に該

当しない。技

術普及には政

府の経済的支

援（補助金等）

が必要 

・ダスト処

理規制の厳

格な規制（ダ

ストの持ち

出し不可な

ど）が整備さ

れていない 

 

 

大気汚染対策 ・大気、水、

土壌汚染の

計測技術の

公定化。計

測方法が公

定化されて

いないと、

環境対策技

・環境基準（大

気）の確認、判

定はセンサー

値ではなく、

GB 規格でも

定めてある人

的採取測定を

基にするべき

 ・行政機構が縦

割りで、排出側と

規制側の連携が

不透明 

 

・行政が管轄内

の企業（旧国営企

業）を優遇し、公
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術の移転も

進まない 

 

 

なので、信頼

おける測定会

社を育てるべ

き 

・環境基準（大

気：煤塵）にお

いて（地域・業

界により規制

値 は 多 少 違

う）、中国内メ

ーカ、測定会

社、ユーザー

等の実力に伴

っ て い な い

（日本よりも

厳しい） 

平性に疑問 

 

 

リサイクル  ・資源化ガイ

ドライン等の

整備と推進 

  

固形廃棄物処理 ・中国での

危険廃棄物

の分類は細

分化され、

処理許可は

一件毎の対

応が必要で

ある。許可

取得の作業

量が膨大に

なるととも

に、処理可

能量が少な

くなり、設

備投資額に

見合う益が

得られず、

・廃棄物の収

集に関して制

度化されてい

ないため、原

料となるレス

トラン厨芥が

正規のルート

で入ってくる

かが問題 
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廃棄物処理

推進を難し

くしている 

 

水質・土壌汚染

対策 

・計測技術

の公定化を

進める 

・土壌や汚水

汚染の原因と

なる畜産廃棄

物に関し、事

業者から発生

する廃棄物の

適正処理の法

令整備 

・農用地汚染

修復法令など

の整備 

・飼養農場

の糞尿処理

について、無

害化し、基準

に不適合の

場合には生

産・使用を禁

止との農業

部発布の管

理基準があ

り、罰則規定

も存在する。

しかし未だ

本条例が義

務化されて

いない 

事業会社が移転

後の跡地で中国

地方政府が土地

再開発を行う際

に土壌汚染が発

覚。当社が汚染し

た訳でも無いと

ころ罰金を科せ

られた。 

（２）制度上の課題（各分野に共通） 

入札制度・契約 ・日本側と随意契約の上限が 20 万元との規定により、19 万元で契約

せざるを得なかった。経費的にかなり厳しい 

その他制度 ・外資企業の規制全般、送金規制 

・中央政府、地方政府から交付される補助金などの支援策の実施運用

が地方によりまちまちで、また細かい運用規定が明文化されていない

ケースも多く、せっかくの制度にも関わらず利用し難い面がある 

・インターネット安全法が今年度施行にならなかったが、顧客の稼働

データ他国への持ち出し禁止、で中国国内での分析・評価等の環境構築

が必須となる可能性あり 

・機密保持契約の締結を進めているが、準拠法の合意が出来ない 

・中国で火力発電新規案件が減少する中、中国側企業への事業投資に

許認可が出ない 

・導入予定装置が、どの分野の法制度になるか明確にならない 

・実証のために日本で開発した技術を中国に輸出するが、将来得られ

た成果を中国で特許を申請する場合、中国での知的財産権の問題が生
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じる可能性がある 

・新技術による簡便な検査・計測方法が認められず、普及のさまたげに

なっている 

行政機関の問題 ・法律制度と政策基準の変化が目まぐるしい点 

・地方政府での極端な規制値設定、法律に無い要求が現場で行われる

事例がある。合理的な法の執行体制整備が課題 

（３）ビジネス上の課題 

中国企業、市場 ・外資企業の規制、送金の規制 

・日中関係が良ければ中国顧客向け営業活動がしやすくなる 

・ノウハウ対価支払い、知的財産への低い意識が事業商業化のネック 

・日中の政治関係悪化は影響を受けるが、中国における環境問題が深

刻さを増していることもあり、この分野では今後も連携が必要になる

と思われる 

・日中関係への不安。日中関係が良くなったからと言って、ビジネス環

境が良くなるとは限らない。但し、悪化した場合には、端的にビジネス

環境が悪くなる（入札できないなど）。市政府などがエンドユーザーと

なる場合は影響が大きい 

・省エネ・環境事業は主に政府指導で推進されており、企業自らの取り

組みが足りない 

商習慣 ・地方政府からの代金支払いが契約期日通りに行われないことが多い 

・代金回収に関わる外国送金作業の遅れ 

 

２．省エネルギー・環境技術の中国における普及のために必要な政策上の

課題 

２－１ 日中両国政府への要望事項 

以下の表２においては、本年度の各事業、アンケートなどを通して寄せられた、日本、中

国あるいは両国に対する日本企業の要望、および期待する声を示す。 

両国政府への声としては、「良好な日中関係の維持が経済関係にも良い影響を与え、営業

活動がしやすくなる」、「中国政府には対日経済関係重視の姿勢を明確なメッセージとして

発信し、中国側ビジネスパートナーに安心感を与えてもらいたい」などの声が挙がった。こ

れは 2012 年から 13 年頃に日中関係が悪化した際、中国側関係先と面談すら出来ない状態

を経験している事からの切実な声である。 

近年の日中首脳レベルでの交流を筆頭に、日中関係全般が活発化した流れも含めて、改善

された環境下で有効な企業活動に結び付くと言う事実が伺える。 
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一方で中国企業や中国地方政府の動きの中で、支払代金の回収・海外送金作業の遅れ、受

注等における中国側の非協力的な態度など、影響が出たケースも挙がっている。 

技術的な要望としては、従来同様に新規の日中協力モデルプロジェクト成立に向けた技

術交流会の開催、財政的な支援制度の充実、公的支援制度の拡充、モデルプロジェクトの実

施に際しての先行投資費用に対する支援策、日中両国での許認可認証、などが求められてい

る。 

 

表２．両国政府への要望事項 

日本政府に対して ・日本国の代表との思いで努力している中、公平性等の理由もあるか

とは思うが、個別企業への支援が無いまま海外事業を継続していくこ

とは厳しい 

・普及が期待できる環境技術の中国での実証に支援の予算をつけて

ほしい。中国は市場が大きく技術が認められると普及が期待できる

が、最初の実証の予算獲得が難しく、特に中小企業が参入する際の障

害になっている 

・今回、日本側は企業紹介するに留まり、補助金等の配賦が無く、経

費は全て中国側頼みとなっている。日中合作プログラムなら両国にて

均等（対等）な予算を立てるべき 

・日本行政機関は国際交流を促進するためのプラットフォーム、特に

環境に関連する部分を支援してほしい 

・省エネや環境への投資促進策を強化することを期待 

・政策目的に応じて制度面と企業リスク低減の面から、海外との環

境・エネルギー協力事業を推進することを期待 

中国政府に対して ・ノウハウへの対価の支払いおよび知的財産への意識が極めて低い

ことが、省エネ事業の商業化のネックとなっている 

・日本で手配する製品導入をスムーズにしてほしい 

・環境規制の施行は賛同するが、地方政府の極端な規制値設定や、法

律に定められていない要求が現場で行われており、合理的な法の執

行、産業育成に注力してほしい 

・政治外交関係が経済関係にマイナスとならぬよう、特に中国政府に

は、対日経済関係重視の姿勢を、明確なメッセージとして発信し、中

国側ビジネスパートナーに安心感を与えてほしい 

・環境汚染の原因となる廃棄物の適正処理は、各産業振興において非

常に重要であり、そのための法令整備を徹底してほしい 

・廃棄物を適正処理する業者に対してインセンティブを与える制度

を検討してほしい 
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・中国地方政府からの代金支払いが契約期日通りに行われない事が

多い 

・中国地方政府が、日本政府機関からの問い合わせにも一切答えな

い。中国中央政府からのお墨付き・サポート無しには進めない 

・中国側政府が管轄内の企業(旧国営企業)を優遇し公平性に問題あり 

・国家レベルでの法・基準改正、優遇・奨励制度を完全推進する事 

・知的財産権の保護 

両国政府に対して ・中国には再生可能エネルギー事業や環境保全対策に対する政府の

経済的支援策が複数あるが、既存支援策の適応条件に該当しない世界

でも先進的な技術プロジェクトもある。その場合には、政府の経済的

支援（補助金等）が必要 

・大気、水、土壌汚染の計測技術の公定化を協力して進めてほしい。

計測方法が公定化していないと、環境対策技術の移転も進まない 

・モデルプロジェクトの実施に際し、先行投資費用に対する支援策 

・客観的に相手を見て、自国民に正しい事を伝え、子孫のために国民

感情を友好ムードに牽引すること 

・日中関係の健全化。長期的なビジョンを持って、日中関係を考えて

ほしい 

・政府・民間の間での交流機会を多く作ってほしい 

・環境・省エネ等の国民の健康、生命に係る重要課題はもとより経済

関係の強化・発展について、しっかりした認識を共有し、外交・政治

関係の悪化がビジネスに悪影響を及ぼさぬよう、当事者にはっきり示

してほしい 

・ファイナンス面で、利用しやすい（両国の手続きを簡潔にさせる）、

かつ確実にコスト上、魅力ある制度を具体化してほしい 

・日本、中国政府ともに、許認可の相互認証が必要。許認可が必要な

ビジネスはなかなか進まず、10 年かかるケースもある。日本で取得

済みの許認可はある程度相互に認める必要がある 

・日中両国政府に対し、実証後普及の段階に入ったら、実証成果をア

ピールする際、政府関連部署・組織によるサポートがほしい 

・省エネ機器が早期導入されるような、具体的な法規制推進の支援 

 

２－２ 今後の省エネ・環境協力における重点ポイント 

 第Ⅱ章２付録「2019 年度国民経済・社会発展計画の執行についての報告（中国国家発展

改革委員会 2020 年２月 28 日発表速報値）」は本来、「2019 年の省エネルギー・主要汚染物

質排出削減状況」として、2020 年３月５日から開催予定であった第 13 期全国人民代表大
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会第３回会議にて、2019 年の各種政策を踏まえた取り組みと実績、課題が提示されるとこ

ろであった。 

しかしながら、2020 年２月以降の新型コロナウイルスの影響で、同会議が延期となった

ことで、今回本報告書において実績、課題の提示が出来ない状況になったことから、実績面

を補足できる唯一の公式発表である点を鑑み掲載したものである。 

 上記の状況ではあるが、2019 年に重点的に取り組まれた政策は、当然のことながら継続

性を有するものが多いことから、本報告書では 2019 年の重点施策を再度掲載しつつ、延期

となった第 13 期全国人民代表大会第３回会議の開催を待ち、2020 年度の日中間の省エネ

ルギーおよび環境に関するビジネスを推進したい。技術の普及を進めるうえで、前述した日

本の各企業の日中両国政府機関への要望や、中国の政策の動向を踏まえつつ、さらには両国

交流のプラットフォームであるフォーラム開催に関連する要点を盛り込んだうえで、以下

に課題・取り組むべきポイントをとりまとめてみた。 

 

（１）新規日中協力モデルプロジェクト形成への支援強化、積極的な交流機会の提供 

 ➀フォーラム及び関連する活動の日中両国の企業・関係機関への周知 

  日中省エネルギー・環境総合フォーラムは過去 13 回の開催を経て、両国政府や業界団

体、企業などから、省エネ・環境のビジネスを図るための有益なプラットフォームと認知

されている。フォーラムで締結・発表された日中協力モデルプロジェクトは累計で 388 件

を数え、このうち約 100 件にのぼる具体的なビジネス案件は、既に成功裏に事業を完了

していることがフォローアップのアンケートでも報告されている。 

  これらの日中双方の関係者の目に見える交流実績をさらに拡大するためにも、また省

エネ・環境分野のビジネス創生が両国に利益をもたらす経済協力の柱の一つとしてより

発展するためにも、新たなプロジェクトの創出は不可欠であり、フォーラムを運営する関

係者においては、一層の取り組みが必要とされている。今後も第 14 回フォーラムの開催

を念頭に、新規プロジェクト創出に結びつく事業展開を図ることが求められている。 

  事業実施にあたっては、まずは日中の官民に関わらず各界の多くの人々に、フォーラム

そのものを認知してもらい、参画の検討がなされることが重要である。そのための情報発

（１） 新規日中協力モデルプロジェクト形成への支援強化、積極的な交流機会

の提供 

（２） 省エネルギー・新エネルギーにおける新たな協力分野に対する交流支援 

（３） 日中双方の公的支援制度などの情報発信および普及支援への継続対応 

（４） 中小企業の中国における省エネ・環境ビジネス参入に向けた情報発信と

交流の支援 

（５） 中国地方政府との省エネ・環境分野における交流の促進 

（６） これまで調印された案件へのフォローアップ 
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信に努める。具体的な方法としては、協会ホームページへの情報掲載、JC-BASE（日中

省エネルギー・環境ビジネス推進協議会）による各種情報と合わせたメールマガジンの発

信、中国側からも関心の高い「日本企業の省エネルギー・環境関連設備技術一覧」（日中

経済協会ウェブサイトで公開）を作成、頒布することなどである。 

技術一覧には、より多くの企業のシーズの収録を図るとともに、とりわけ中国地方政府

に対する宣伝・頒布の強化に努める。 

 ➁フォーラムに向けた技術交流会の開催と内容の充実 

  フォーラムで発表する新たな日中協力モデルプロジェクトの形成に向けた活動の柱と

して、技術交流会を引き続き開催する。2018 年は瀋陽市、青島市、2019 年は大連市、蘇

州市で開催した交流会では、いずれも中国側は 100 社前後、日本側も 20～50 社が参加

し、開催後の各社へのアンケートでも高い評価を得ている。 

  2020 年の開催においても、これまでと同様に、省エネ・環境分野の企業間協力に前向

きな地方都市での展開を図ることに加え、これまでに開催実績のある都市での実施も想

定する。既に開催・マッチング交流をした経験のある地方を対象とするのは、日本側・中

国側ともに以前の経験則を踏まえてより充実した交流を図ることが可能と考えられるた

めである。 

  新たに開催する都市については、中国側（地方政府）の意欲や現地の中国企業の状況、

省エネ・環境分野における政策などを踏まえたうえで、検討していくこととしたい。 

  また、過去フォーラムにて発表された各企業や各地方政府の関わる日中協力モデルプ

ロジェクトにおいて、協力の枠組みを設定したり、既存の協力関係の更なる深化を確認す

るものがある。これらの日中協力モデルプロジェクトを活用して、技術交流会やフォーラ

ムへの参画を進めていく。 

（２）省エネルギー・新エネルギーにおける新たな協力分野に対する交流の支援 

  2019 年の第 13 回フォーラムにおいて、前述の通り、水素分科会が新たに設置された。

また循環経済分科会においては、海洋プラスチックごみ処理に向けた議論が進み、今後の

具体的なビジネスプロジェクトの創成や、政府間の交流の進展に期待するところである。   

これらは、2019 年度の事業実施上での目標としていた新たな協力分野の可能性を探る

という課題の現実化となった。2020 年度は、この新たな協力分野における交流がさらに

深まることを狙いに、関係者の交流を積極的に支援する。 

（３）日中双方の公的支援制度などの情報発信および普及支援への継続対応 

  日中両国の公的支援制度などの情報発信については、2018 年度、2019 年度の報告書に

も、今後の取り組みの重点の一つとして挙げているもので、企業が具体的なプロジェクト

を推進する上で求められているものである。日本の公的支援制度でカバーできる案件も

多くあると考えられるが、企業や現場の当事者まで情報が届いていない可能性もある。   

JC-BASE で定期的な情報を発信したり、フォーラムで一部紹介なども行われているが、

北京や上海などの事務所を活用して、より現場に近い位置でタイムリーな情報提供を今
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後も進める必要がある。 

（４）中小企業の中国における省エネ・環境ビジネス参入に向けた情報発信と交流の支援 

  2019 年に大連市、蘇州市で実施した技術交流会において、日本の各地から複数の中小

企業が参加した。また、これまでのフォーラムで発表された日中協力モデルプロジェクト

をみても、大企業のみならず多くの中小企業も中国との協力を進めている。 

しかしながら、前掲のビジネスにおける課題、要望事項からもうかがえる通り、中小企

業においては中国の法制度やファイナンスなどを含めた両国の支援制度、省エネ・環境の

各種基準など、様々な情報が不足している。 

とりわけ中国は 2019 年の全国人民代表大会でも表明した通り、小規模・零細企業への

金融支援や租税優遇措置、社会保障制度の充実、補助金政策などを進めている。 

  これらの情報を提供することや、技術交流会への積極的な参加の呼びかけ・現場サポー

トなどを展開することは、既に有益であり今後も必要な活動と考える。特に日本のイノベ

ーションをけん引するのは中小企業であり、新たな協力分野の創出も含めて、適時適切な

情報提供やサポートが重要である。 

（５）中国地方政府との省エネ・環境分野における交流の強化 

中国では主要政策の一つとして、2019 年も地方振興に重点が置かれた。都市部と農村

部、および沿海部を中心とした経済の発展したエリアと内陸部の所得格差や生活レベル

格差を縮め、経済全体の底上げによる持続的発展を実現し、国家レベルの目標である小康

社会の建設を進めるもので、従来からの中国の西部・中部・東部の振興政策である三大発

展戦略に加えて、2019 年からは経済および生態環境をはじめ民生分野も含めた総合的な

地方の成長を促す「地域間の調和発展の推進」が謳われている。 

これら中央の諸政策を背景に、各地方政府も独自の地域振興策を打ち立てており、経済

発展の支柱として外資の積極的な導入や海外企業との技術交流を掲げていることが多い。   

日中関係が改善の方向にある中で、2019 年は多くの中国地方政府関係者が来日して当

協会や日本の各分野における先進的な企業などを訪問しており、各地方政府と日本の経

済界の協力の機運も高まっているところである。 

経済成長のみならず、生態環境維持や地域でのエネルギー効率の改善などが求められ

ている地方政府においては、外資誘致と合わせて省エネ・環境分野での協力が必要とされ

ていることから、前期（１）➁で述べたような技術交流会の実施などは、日中双方におい

て非常に有意義な交流と考える。 

（６）これまでに調印されたプロジェクトへのフォローアップ 

本フォーラムにおいて、日中間の企業や各機関の間で結ばれた日中協力モデルプロジ

ェクトは、過去 13 回の開催で 388 件にのぼる。日中協力モデルプロジェクトは、日中両

国政府が公式に認めたものであり、これらのプロジェクトの推移や実現については当協

会としても例年のアンケート調査、ヒアリング調査により確認している。2019 年は資料

１ １.-４に示したとおりの結果であり、2020 年も引き続きプロジェクトの抽出調査を継
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続していく。また、当該のプロジェクトに関わる企業や機関からの相談も積極的に対応し、

プロジェクトの実現を支援していくものである。 

 

２－３ 最後に フォーラムの果たす役割とその重要性 

 日中省エネルギー・環境総合フォーラムは、日本と中国の政府・企業・学術関係者などが

一堂に会し、中国の資源・エネルギーの効率的な利用や、地球環境保護までも視野に入れた

同国の環境改善に関して、政策情報や知見を交換するほか、ビジネスベースでの協力を図る

プラットフォームとして創設された。初めての開催は 2006年５月で、以後はほぼ毎年、東

京都内または北京市内で開かれている。今回で第 13回目を迎え、フォーラムで議論される

テーマも幅広い分野に及び、日中双方の企業などが取り交わす調印プロジェクトも、着実に

積み上げられている。 

本フォーラムは、日本の省エネ、環境産業に関わる企業、専門家、政策担当者など多くの

関係者の長年の努力が、一つの具体的な形として現れたものと言える。基調講演や分科会の

テーマは、両国のシーズ・ニーズに応じて変化を続けており、これまで日中双方の膨大な企

業・技術の情報が交換され、これにより実務協力に至ったプロジェクトも少なくない。 

2016 年から新たに企画実行されている、フォーラムへ向けた技術交流会は、中国政府・

中国地方政府と地元企業等が協力し、日中の企業交流・ビジネスマッチングの場として開催

されている。技術交流会では、それぞれの地域の特徴を活かしつつ、実力を持った地元企業

の多くが参加し、「新たなプロジェクトの創成」を行いつつ、フォーラムへの新たな企業参

加にも結び付けつつあり、今後もより有効な企画実施を継続して行きたいところである。 

フォーラムでの日中協力モデルプロジェクトであるが、毎年１年間に交わされた覚書が

披露される。当協会では毎年日中協力モデルプロジェクトの実施経過ヒアリング調査を行

っており、次の協力段階に進む件、新たなプロジェクトとして再調印となる例もあり、本フ

ォーラムが継続されていく中で進捗発展し成果となる日中協力モデルプロジェクトが生ま

れるよう努力して参りたい。 

第１回フォーラムの会議冒頭で基調講演に立った当時の経済産業大臣は、「資源・エネル

ギーの効率的利用、地球環境の保護は世界各国が認識する人類の最重要課題であり、この分

野で様々な知見・技術を有する日本が中国と交流・協力する可能性が大きい」、と強調した。

これは、13 年を経た今でも変わらず、省エネルギー・環境分野での協力・交流で日中双方

が利益を得ることが重要、との認識は、当初から多くの関係者が表明してきた。 

今後も本フォーラムが両国の持続的な協力を具現化したモデルとして展開されることは、

日中の経済分野としての協力のみならず、世界平和と相互信頼の醸成、両国関係の強化につ

ながると考えている。 
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１．第 13 回日中省エネルギー・環境総合フォーラム 

（１）全体会議概要 

日中経済協会は、経済産業省、国家発展改革委員会、商務部、中国駐日本国大使館との

共催で、2019年 12月８日、東京にて「第 13回日中省エネルギー・環境総合フォーラム」

を開催した。 

全体会議には、日本側から梶山弘志経済産業大臣、松本洋平経済産業副大臣、小泉進次

郎環境大臣、宗岡正二日中経済協会会長、髙橋泰三資源エネルギー庁長官、中国側から張

勇国家発展改革委員会副主任、李成鋼商務部部長助理、孔鉉佑中国駐日本国特命全権大使

をはじめ、両国政府・企業・団体・専門家等、官民合わせて約 800 名（日本側約 500名、

中国側約 300名）が参加した。 

また、本フォーラムの前日（12月７日）には、事前調印式を行い、13件が調印を行っ

た。全体会議での各講演者の発言要旨は次の通り。 

 

○開会挨拶、基調講演 

梶山 弘志 経済産業大臣 

 現在、日中両国によるグローバルな課題への取り組みが期待される中、本フォーラムは

地球規模課題の解決に向けて大きな役割を果たし、今回を含めた 13 回のフォーラムで計

388 件の協力案件が創出された。省エネ分野では、今後は AIや IoT 等のデジタル技術を活

用した新たな技術での協力も進めていきたい。 

「脱炭素社会」の実現には、水素やカーボンリサイクルなどの革新的技術のブレイクス

ルーが鍵となる。日本の水素分野での取り組みについては、19年３月の「水素・燃料電池

戦略ロードマップ」策定や、９月に第２回目を開催した｢水素閣僚会議｣などが挙げられ

る。また、中国には豊富な再生可能エネルギーがあり、水素利活用に向けたポテンシャル

がある。こうした背景により、今次本フォーラムで初めて｢水素分科会｣を設置した。新興

国の成長には今後も化石燃料が必要であることから、我が国は中国を含む世界と連携し、

カーボンリサイクルのようなイノベーションによる経済成長と環境保護の両立を目指した

い。 

「海洋プラスチックごみ問題をはじめとする循環経済」については、日本には廃プラス

チックからの水素製造技術、海洋生分解性プラスチック等のノウハウ、ペットボトル再利

用による二酸化炭素排出量の大幅削減の技術がある。さらに、19年１月に、CLOMA（Clean 

Ocean Material Alliance）という企業の連携やイノベーションを加速させるプラットフ

ォームが新たに立ち上がった。日中両国が本フォーラムやその他官民の各種対話などを通

じて知見や経験を共有し、問題の解決に貢献したい。 

 

張 勇 国家発展改革委員会副主任 

 生態文明建設は人類の永続的な発展の根幹であり、中国は一貫して省エネ・環境分野の

業務を重視してきた。中国経済が質を伴う発展にモデルチェンジする中、先日行われた四

中全会（中国共産党第 19 期中央委員会第４回全体会議）では、制度面からの生態文明制

度整備、人と自然の調和と共生維持の方針が打ち出された。そこで今後は、①グリーンな
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発展の全面推進、②生態環境保全の強化、③資源の高効率利用推進、④生態保護修復の強

化、といった業務を重点的に展開していく。 

中国は 19年に建国 70周年を迎え、中国市場の一層の拡大・開放に注力している。日中

両国の企業に新たな協力の機会をもたらし、中国の生態文明建設もグリーン発展のメリッ

トを引き出していくだろう。この状況で日中双方の省エネ・環境分野における協力を強化

するためには、①政策対話の強化、②実務協力の強化、③第三国市場協力を見据えた国際

市場の共同開拓、④人的・文化分野における交流・協力の強化が必要である。 

06年から開催されている本フォーラムでは多くの成果が生まれ、過去に開催した 12回

で 362件の協力プロジェクトが調印された。今後も本フォーラムの開催や、グリーン発展

に関連する新たな技術、モデル、状況について議論を深め、日中双方が省エネ・環境分野

で協力し、さらに実務的な成果を収められるよう促進していく。 

 

小泉 進次郎 環境大臣 

環境省を代表して、あらためて日本と中国と世界の気候変動と海洋プラスチック問題を

含めて、「日中が動けば世界が動く」といった決意を共有したい。日本における環境分野

の取り組みでは、海洋プラスチックごみ問題について、19年 11月に開催された「第 21回

日中韓三カ国環境大臣会合(TEMM）」や、「第３回日中環境ハイレベル円卓対話」で協力の

拡大・深化を確認した。気候変動対策については脱炭素化に向けて自治体単位で取り組み

を進めており、現時点で 27 自治体が 50年までに二酸化炭素排出量を実質ゼロにする方針

を宣言している。地方自治体というノンステートアクターの取り組みに加えて、日本の企

業の取り組みは世界でトップクラスであり、気候関連財務情報開示タスクフォース

（TCFD）への賛同企業数、SBT（Science Based Targets）認定企業数や RE100（100%再エ

ネ導入）参加企業数は、アジアにおいて日本が全て１位である。大気汚染については、18

年６月に中国・蘇州での「第 20回日中間三カ国環境大臣会合」にて中国と覚書に署名し

た。生物多様性については、COP15が 20 年に中国で開催される。ポスト 20の目標を決め

る重要な年であり、日本も 10年の COP10 において愛知目標や名古屋議定書をまとめた経

験を踏まえ、この議論を積極的に支援し、気候変動と生物多様性のリンクも昨今急速に高

まってきている観点からも、今後の協力も楽しみにしている。 

 

李 成鋼 商務部部長助理 

 本フォーラムでは過去 12 回までに 362 件の協力案件が創出され、省エネ・環境保護分

野での発展を牽引している。これらの案件は製品、技術、政策対話、投資、第三国市場協

力と多岐にわたり、より多くの分野での新たな発展のチャンスをもたらしている。 

経済成長と資源・環境の関係を両立させることは、持続可能な発展における大きな課題

である。中国商務部は、①開放のさらなる拡大と、グリーン投資の奨励、②グリーンな

「一帯一路建設」の推進、③グローバルで良質な商品・サービスが中国市場に入るための

機会創出、④循環経済・グリーン消費促進のための新たな措置の実施、⑤日中長期貿易の

体制を利用した省エネ・エコ分野の協力推進、に取り組んでいく。 

日中関係はハイレベルな往来のもとで、良好な発展を遂げている。中国は 19年に建国

70 周年を迎え、日本は令和の時代となる中、日中関係には、新たな発展の大きなチャンス
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がある。そこで、次の点について提案したい。①政策対話の強化による省エネ・エコ分野

での質の高い発展に向けた協力推進、②地方での実務協力の深化と、両国のグリーンで持

続可能な発展への寄与、③最先端分野での協力強化と技術イノベーションおよびグリーン

発展の融合推進、④第三国市場の共同開拓と、市場の期待への対応。 

  

宗岡 正二 日中経済協会会長 

日中関係の新たな発展の一方で、世界経済全体の先行きが不透明な状況が続いている。

その中で、新エネルギー開発、温室効果ガス排出削減、海洋プラスチックごみ対策など、

省エネ・環境分野における問題もまた地球規模で対峙する問題となっている。そのため、

より多くの国・地域によるグローバルな協力体制の構築が求められている。また、同分野

の対策は企業の生産活動に負の影響を及ぼす側面があるため、対策を講じつつ、ビジネス

拡大や企業経営に経済的メリットをもたらす仕組みが必要である。日本のノウハウ・経験

と中国の巨大市場・デジタルエコノミーの融合により、新たなビジネスチャンスの創出、

さらには第三国市場への展開という道も拓かれている。 

当協会が 19年９月に派遣した合同訪中代表団では、李克強総理に中国におけるビジネ

ス環境のさらなる改善をお願いした。また、同年８月に遼寧省大連市、10月に江蘇省蘇州

市で本フォーラムに向けた技術交流会を開催した。今回のフォーラムでは、新たに水素分

科会を設置したほか、既存の分科会においても、自動車分科会の ICV、循環経済分科会の

プラスチック再資源化といった新時代に向けた議論を行う。このような地道な交流や活動

の積み重ねが、本日のフォーラムの成果につながることを期待している。 

 

孔 鉉佑 中華人民共和国駐日本国特命全権大使 

 「緑水青山こそが金山銀山」という新たな発展理念の下で、資源の節約や環境保護は、

生態システムの保護、グリーン発展モデルの構築、生態文明メカニズム構築において、前

向きな成果を得た。また、資源の節約や気候変動への対応としても、二酸化炭素排出量削

減や非化石燃料の比重増加など、その効果が顕著である。今後も、パリ協定の履行や多国

間主義への支持を通じて、改革開放推進の中で質を伴う発展、生態環境の保護を推進し、

人類の美しい未来を創造したい。 

日中省エネルギー・環境総合フォーラムは 06年に開始し、これまで 12回開催してき

た。本フォーラムは、両国の経済と技術分野での交流、実務協力促進において重要な役割

を果たし、省エネ・環境産業の国際的な活動の模範となっている。中国は今まさにビジネ

ス環境改善に多大な努力を払っており、日本の経済界からも前向きな評価をいただいてい

る。日中両国の同分野をはじめとする様々な分野での協力には、大きな可能性がある。両

国の企業は同分野での交流と協力のメカニズムを充分に活用し、グローバルな生態文明、

人類運命共同体の建設により大きな役割を果たし、新たな時代のニーズにふさわしい日中

関係のためにより強力な原動力を生み出して欲しい。 
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○日中の省エネ・環境分野における協力の進展について 

髙橋 泰三 資源エネルギー庁長官 

 本フォーラムにおいて調印された事業は、今回を含めて合計 388 件に達した。その中に

は、中国国内にとどまらず、第三国へ共同で進出した事例も出てきている。日中間の省エ

ネ・環境分野で企業間の取り組みが深化するよう、日本政府としては、①モデル事業の FS

調査や実証への支援を引き続き積極的に実施すること、②本フォーラム新設の水素分科会

を第一歩とし、官民での日中間水素対話を加速させること、③海洋プラスチックごみを含

む環境問題への対応を、中国を含む国際社会と連携して取り組みを強化していく。 

今後日中間で協力を進めていきたいテーマとして、経済成長と環境を両立する「カーボ

ンリサイクル」が挙げられる。19年９月には、世界で初めてとなるカーボンリサイクルに

関する国際会議を日本で開催した。オーストラリアとの協力および、20年の G20議長国サ

ウジアラビアと、カーボンリサイクルを大きな潮流としていくことに合意しており、20年

以降は中国との協力も進めていきたい。 

省エネ・環境問題は国際社会が直面する大きな課題である一方、その解決に多様なアプ

ローチがあり、多様なビジネスチャンスを生み出す。日中両国がそれぞれの強みを活かし

て引き続き協力を進めることで、問題解決に大いに貢献できると確信している。 

 

 

○来賓講演（日中企業幹部） 

「パナソニックの燃料電池事業と中国における環境貢献について」 

公門 恒夫 パナソニック株式会社アプライアンス社常務 燃料電池水素事業担当 

 パナソニック株式会社は７つのカンパニー制で、そのうち燃料電池・水素事業はアプラ

イアンス社が担っている。中国でのスピーディーな意思決定に対応すべく、「中国・北東

アジア社」を新設した。パナソニックは家庭用燃料電池・エネファームを商業化し、最新

モデルでは１台で二酸化炭素を年間約 1.4 トン削減することができ、地球環境に貢献して

いる。燃料電池については、日本国内で普及している 33万台のうち、パナソニック単独

で累計 17万台とトップシェアを誇る。 

中国においては石炭火力の比率が高い一方、未利用の再生可能エネルギーや沿岸部の副

生水素が豊富にあることから、水素を用いた環境革新のポテンシャルは高いと考えてい

る。中国はパリ協定で温暖化ガスを 30年までに 60%削減（GDP比）という高い目標を掲げ

ているが、これには再生可能エネルギーの大規模導入が必要で、水素が重要な役割を果た

す。水素燃料電池の導入にあたっては、電気と熱の効率の両方を効果的に使う事でメリッ

トが生まれるが、当社はエネファームで培った小型分散型発電の分野を通じて、中国をは

じめ世界の環境革新に貢献していきたい。このような可能性を有する一方で、経済的コス

トが合わないという問題があり、これについては国・地域の支援、副生水素や余剰電力の

水素変換による再活用といった安価な水素の登場に期待したい。 
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｢水素エネルギーの発展趨勢を把握し産業協力を共同で推進する｣ 

余 衛平 中国中車集団有限公司副総裁 

今、世界のエネルギーの需要と供給には新しい革命が起こり、従来の化石燃料からクリ

ーンエネルギーを主とするエネルギーにシフトしている。その中で、水素エネルギーは重

要な役割を果たしており、その技術の利用は世界各国で注目されている。 

中国では、50 年に全エネルギー消費に占める水素の割合を 10％に向上させ、年間需要

量を 6000万トン近くに引き上げる予定である。水素ステーションはすでに１万箇所以上

あり、交通運輸や工業などの分野で普及・利用が実現している。中国は水素を世界で最も

多く供給しており、再生可能エネルギーの規模が今後増大すると、中国はその主な供給国

となる。水素は幅広い分野に利用でき、中国内では産業化するための基礎が既に構築され

ている。 

当社では、軌道交通分野の既製品製造およびソリューション提案を基本事業とし、その

中で水素を利用した動力システム、水素の貯蔵・運搬、燃料電池の関連部品産業の発展に

注力している。また、乗用車向け水素燃料電池の研究開発に成功しているほか、関連産業

のためのファンドや関連会社の立ち上げに取り組み、産業チェーンの構築と優良な企業の

育成を目指している。日本とはグローバルな市場開拓を見据え、技術や資本などの方面で

協力を展開したい。 

 

｢サントリーグループのプラスチック戦略｣ 

内貴 研二 サントリーホールディングス株式会社 コーポレートサステナビリティ推進本

部専任部長 

 日本では使用済みペットボトルの回収率が 92.2％と高い水準にあり、同じくリサイクル

率も 84.8％と米国や欧州を大きく上回る。この水準の高さは、消費者・行政・事業者それ

ぞれに役割があり、その仕組みが容器包装リサイクル法で担保されていることに起因す

る。一方で、回収された使用済みペットボトルのおよそ 3割が海外で資源化されており、

廃プラスチックの輸入規制が導入される各国の現状などを考慮すると、今後国内でのリサ

イクルの拡大が課題となっている。 

当社は、30年までにグループで使用するペットボトルは全て、リサイクル素材あるいは

植物由来原料 100％素材から作られたものとすること、すなわち「100%サステナブル化」

を目指している。ペットボトルはリサイクル工程での歩留まりなどもあり、全てをリサイ

クル素材のみで賄うことは難しいため、そこを補うため 100%植物由来素材からペットボト

ルを製造する技術開発を米国ベンチャー企業とともに進めており、23年には実用化できる

見通しだ。また、リサイクル手法のイノベーションとして、協栄産業と協働し、メカニク

ルサイクルによって使用済みペットボトルを再生し、新たなボトルを生み出す「ボトル to

ボトル（B to B）」の技術を日本で初めて開発・実用化した。一昨年、これらをさらに進

め、ボトル製造時の二酸化炭素排出量を 25％削減可能な「フレーク toプリフォーム（F 

to P）」技術も開発した。今後も海外への展開を含め、幅広いステークホルダーの皆さま

とともに、ペットボトルのリサイクルの発展に貢献していきたい。 
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｢開放型の協力・革新技術の融合で持続可能な水資源利用を実現する｣ 

李 永成 北控水務集団有限公司董事局主席 

当社は水資源節約、水質環境の保護を手がけ、直近の 10年間で年平均 41.7％の成長を

続けている。代表的な事業として、水資源が豊かでないウルムチで再生水を貯蓄・利用す

るためのインフラやソリューションを提供し、また、「AQENT」という再生水の科学技術ブ

ランドを立ち上げ、排水の再利用を推進している。当社はシンガポールに中国企業として

は初となる再生水工場を建設し、１日あたり 22万 8000 トンの再生水を生産している。こ

の他、一帯一路のもとでポルトガル、マレーシア、オーストラリアなど７つの国と地域で

様々なプロジェクトを推進している。 

日本との協力については、①都市部の汚水・汚泥処理、②雨水のオーバーフロー・汚染

の抑制、③排水のスマート管理とゴミの分別・処理・資源化、④人材交流・研修、といっ

たプロジェクトを展開している。これらのほかに、日本企業とともにクリーンエネルギー

の開発利用、精密計測機器の製造、ヘルスケア産業といった分野でグローバル市場を共同

で開拓していきたいと考えている。当社は従来型の投資のみ行うモデルから投資、技術、

人材、データという４つの分野を組み合わせるモデルに転換することで、大きな発展を遂

げてきた。日本企業とも幅広く実務的な協力を展開していきたい。 
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○付属資料（プレゼンテーション資料） 

①余 衛平 中国中車集団有限公司副総裁  
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②李 永成 北控水務集団有限公司董事局主席 
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（２）分科会概要 

①水素分科会 

 SDGs、パリ協定の合意など、環境改善が地球規模での大きなテーマとなる中で、世界は

エネルギーの転換期を迎えている。日本は、2017年に世界で初の国家レベルの水素に関す

る戦略「水素基本戦略」を策定し、また、18、19年と２年連続で水素閣僚会議を開催す 

るなど、官民が水素社会の実現に向けて関係各国と歩調を合わせて取り組みを始めてい

る。一方中国では、長江デルタなど地方レベルでの水素産業発展計画の推進や、民間レベ

ルでも取り組みを進めている。 

 この両国が、今次フォーラムでは初めてとなる「水素」をメインテーマとした分科会を

立ち上げ、水素社会実現に向けての取り組みや課題などを紹介するとともに、同分野での

日中協力の方向性や方法等について議論を展開した。 

 出席者数は日中合わせて約 150人で、他の分科会と比べて最多となった。会議では、最

初に政府関係者が冒頭挨拶と政府の取り組み等について紹介し、その後、民間企業各社か

らの発表という形で進行した。 

１.政府セッション 

日本側議長の資源エネルギー庁新エネルギーシステム課・白井課長は、冒頭の挨拶で、 

国際的に水素に関する機運が高まっている中で、日中両国による水素分科会を立ち上げる

ことができたことは時宜にかなっており、この分科会を通じて多くの取組事例や課題につ

いて、情報共有・意見交換が活発に行われることに期待したいと述べた。これに対し、中

国側議長の国家発展改革委員会ハイテク司新興産業二処・李処長は、白井課長の発言に共 

感した上で、日本は国家レベルで水素関連の取り組みを推進し成果を上げているので非常

に良い手本になっている点と、日中協力の方法として３点（①情報交換・研究分野での協

力、②技術協力、③民間レベルでの協力強化）の具体的な提案があった。 

 政府セッションでは、まず白井同課長から、日本政府が策定した水素基本戦略や日本主

導で行っている水素閣僚会議などを紹介しつつ、水素エネルギーは、日本のエネルギー供

給構造を変革し、さらに多様化させ、大幅な低炭素化を実現するポテンシャルを有する手

段であると説明。また、国際エネルギー機関（IEA）や G20などのマルチの枠組みの中で

も水素に関して議論することで、世界各国との協調的な発展に向けて取り組んでいる点を

紹介した。 

 中国側からは、国家能源局科技司装備処・張副処長から、中国は「質」重視の成長パタ

ーンに転換している中で、水素関連技術の研究・開発を行っているとの発言があった。他

方で、コスト面などの課題がある点に言及しつつ、水素に関して先進的な取り組みを実施

している日本と共に、水素や燃料電池における技術交流・協力を強化していきたいと述べ

た。 

２.民間セッション 

 同セッションでは、日中両国の４社・団体が発表を行った。 

(１)FCV・水素インフラ関連 

   燃料電池自動車（FCV）関連では、トヨタ自動車から、開発の歴史や現状を紹介し

つつ、中国を含む世界各国における販売や普及に向けた取り組みを進めている点を紹

介。東風汽車は、中国ではバスやトラックなどの大型の FCVが多い点やコスト低下が
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今後の課題である点につき言及した。水素インフラ関連では、水素供給利用技術協会

（HySUT）から、自身が移動体用水素供給インフラに係る業界団体であることを紹介

した上で、FCVや水素充填ステーションの普及状況などについて説明があった。中国

広核研究院は、水素の安全性について、安全理念が重要である点を指摘した上で、関

連の研究を実施しているなどの紹介を行った。 

(２)水素の製造・輸送・貯蔵における取り組み 

   東芝エネルギーシステムズから、福島県浪江町にて建設中である再生可能エネルギ

ーと水素を組み合わせた世界最大級の Power to Gas プロジェクトの研究施設である

「福島水素エネルギー研究フィールド（FH２R）」について説明した上で、水素関連で

中国企業とも提携しているとの紹介があった。国家電投集団からは、水素産業開発の

見通しを説明しつつ、技術開発、輸送、供給ネットワーク構築を展開しているなどの

紹介があった。 

   パナソニックからは、自社製品である家庭用エネファームは 09年から商用化がス

タートし、欧州向けではドイツの企業と共同で行っている点、また、燃料電池で環境

改善に貢献している点や、再生可能エネルギーの潜在性は今後のビジネスチャンスで

ある点につき言及した。有研科技集団からは、中国国内で多く走行している電気自動

車について、充電時間が長い点や航続距離などで課題があり、新エネルギー（NEV）

の今後の見通しとして、中国にとって FCVが重要なポートフォリオとなる点や、水素

に関する技術の効率化を科学的な観点から説明した。 

３.質疑応答 

質疑応答では、日中両政府のそれぞれの成功例と失敗例、水素の安全性を担保する法律 

の有無、燃料電池や水素を輸送する際のコストをどう下げるのか、政府の支援（特に補助

金）の有無や方法などについて質問があった。このほか、技術的な話をはじめ安全面、法

律、基準面などの幅広い質問が飛び交い、所定の時間を超えて活発な議論が展開された。 

４．地方視察 

 中国側一行は、分科会翌日の９日から 11日まで、東京・愛知・大阪を訪問し、水素関

連の企業視察や関係者との交流を行った。 

(１)東芝エネルギーシステムズ（９日、東京都府中市） 

 座学にて同社が水素エネルギーシステムのキー技術である燃料電池開発に 50年の長い

時間をかけてきた点や、関連の取り組みについて説明があった後、敷地内に設置されてい

るフォークリフト用水素充填ステーションなどを視察した。また、質疑応答では、一行か

ら水素貯蔵タンクの圧力の具体的な数値や、中国企業との今後の連携方針、関連システム

の寿命やコスト、水素ステーションの安全性などについての質問があった。 

(２)トヨタ自動車元町工場（10日、愛知県豊田市） 

 同社の商品である FCV・MIRAI の生産現場を視察したほか、敷地内にある FCV用・フォ

ークリフト用充填ステーションなどを視察。充填時の最大圧力や容量、走行距離、水素タ

ンクに使われている素材などについての質問があった。 

(３)加地テック（11日、大阪府堺市） 

 同社の取り組みや主力製品（水素圧縮機）についての説明を受けた後、視察を行った。

質疑応答では、日本国内向けの圧縮機の容量や、将来的に生産して中国で展開する予定の
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有無、コンプレッサー用のピストンの素材・材料、中国での製品の納入事例などについて

の質問があった。 

５．成果 

 フォーラムの分科会として初めて水素分科会が立ち上がり、新しいプラットフォームの

基で日中関係者が意思疎通を行えた点でまずは初歩的な成果と言える。分科会や地方視察

を通じて、日中双方の関係者が、水素をテーマに交流・意見交換を実施したことで、互い

の関心の所在や、水素技術の今後の発展の方向性を検討する上でも一助となった。また、

水素に関する日中協力の可能性について模索できた。 

６．今後の展望 

 今回の分科会や視察を契機として、日中が水素をテーマに具体的な協力の成果をあげる

ことが次のステップであり、日中が協力して地球規模の課題に貢献できればベストであ

る。世界第２、３位の経済大国であり、また、化石燃料由来のエネルギー消費が大きい日

中に対して、世界は厳しい目と期待を向けている。この世界の期待に日中が協力して応え

ていくことが、日中新時代であろう。その意味でも、「水素」は大きなテーマになると確

信している。 

 

②自動車の電動化・スマート化分科会 

 自動車産業は広範な関連産業を持ち、経済やエネルギー消費に大きな影響を与える産業

であり、日中両国はともに国際市場にも進出している。自動車分科会は日中経済のさらな

る成長と発展を目指し、課題共有、関係構築を目的として本フォーラムの第１回（2006 

年）以来毎回開催されており、今回で 13 回目の開催を迎えた。 

 19年の自動車分科会も 18年と同様、環境・省エネの観点からの「自動車の電動化・ス

マート化」をテーマとして設定し、両国での取り組みや課題、新エネ自動車（NEV）や各

種技術、自動運転、コネクテッド、データやプラットフォームの活用などのテーマを中心

に、日中合計約 110人が交流を深めた。 

 経済産業省製造産業局 ITS・自動走行推進室の植木室長より、自動運転分野における技

術開発、インフラ・制度整備、社会受容性向上に向けた産官学連携と、10分野にわたる協

調領域の最大化、後日の視察先である東京臨海部を含めた実証実験の事業化を見据えた経

済産業省の取り組みについての紹介があった。 

 日産自動車株式会社・吉澤アライアンスグローバルダイレクターからは、高度な自動運

転を見据えた高速道路での日産の運転支援機能： ProPILOT（19年秋に中国市場に導入）

について、中国で約 30万キロの高速道路を実走することで道路の形状や特徴を把握した

と説明した。L２を確実に実行・実装し、商品化するため、中国での反応や評価、安全性

を引き続き注視していきたいと述べた。 

 本田技研工業（中国）投資有限公司・川坂副総経理は、電動モビリティサービスの MaaS 

とエネルギーサービスの EaaSをつなげた「Honda eMaaS」について紹介した。Honda の強

みである、①自動車、オートバイ、飛行機やエネルギー、ロボティクス製品と、②再生可

能エネルギー、③情報プラットフォームによる情報統合管理エネルギーを最大利活用した

循環型エコシステムを構築し、中国においては百度 Apollo 自動運転プロジェクト参画、
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Neusoft（東軟）グループ、SenseTime（商湯科技）、アリババ（阿里巴巴）、iFlytek（科

大訊飛）との協業により開発を加速する意気込みを語った。 

 トヨタ自動車株式会社トヨタ ZEVファクトリー・豊島部長は、様々なニーズに対応した

EV の普及に向け、パートナー企業との共同企画、世界の電池メーカーとの協業や、超小型

EV や歩行領域 EVなど、グローバル展開について紹介を行った。 

 日本電産株式会社・早舩専務執行役員からは、日本電産のモーターの軽量化・小型化の

取り組みが環境負荷低減かつ EVの電池積載量増加、軽量化による航続距離の拡大に貢献

している旨の説明があり、中国でも幅広く展開していきたいと述べた。 

 清華大学・趙副院長は、スマート化＝コネクテッド×自動化と定義し、今後移動通信の

技術を用いた C-V2X（Cellular-Vehicle to Everything）がスマート化の発展に寄与する

点を強調した。無錫太湖新城の世界初の公道路車間協調応用シナリオ模範区および 240カ

所の交差点のインフラや LTE-V2Xをカバーした 170平方キロのスマートシティを例に、地

方政府-OEM-IT/ICTの三位一体の取り組みを紹介し、今後は地域や業界を跨いだ連携によ

り、全国に普及させていくロードマップを示した。 

 上海汽車集団の祖副総裁は、上海汽車グループにおける EVおよびインテリジェントコ

ネクテッドについて紹介を行った。上海汽車は、中国での生産・販売規模が最も大きく、

18 年の販売台数は全世界で 700万台、13 年連続中国で１位を維持している。その記録を

維持し得る理由は、EV・PHV・FCVの各動力自動車の自社開発とコア技術を有し、加えて近

年は上海同済大学や５Gではチャイナモバイルの通信会社と共同でインテリジェント・コ 

ネクテッドカー（ICV）の研究開発にも注力しているからで、今後提携を世界に広げ、成

熟した自動車産業チェーンを有する日本の自動車産業との連携を強めていきたいと語っ

た。 

 中国電気自動車百人会・張事務総長兼主席専門家からは、中国 NEV 産業の成熟および補

助金削減に伴う以下４点の課題とモデルチェンジについて、国務院発展研究センターにて

政策や産業研究に長年従事した経験からの説明があった。①政策：資金支援は行うが、政

府主導の市場発展から消費者・ニーズ主体を中心とした転換を図る必要、②市場：ニーズ

に沿った BEV、PHV、FCVなど NEVのさらなる多様化が必要、③業界：外資やベンチャー企

業を含め、量から質の変化と発展に対応できる市場の牽引者と低品質企業の淘汰が必要、

④企業：スピーディなモデルチェンジおよびオープンで業界を超えた協業が必要、である

と述べた。 

 中国汽車技術研究中心（CATARC）標準化研究所・趙副総工程師からは、中国 ICV 標準化

事業と国際連携について発表を行った。中国の ICV標準化は、政府主導の下、全国自動車

標準化技術委員会（NTCAS）標準委員会が主体となり、①20年に補助機能および低レベル

自動運転の初歩的な標準体系を確立、②25 年までに高レベル自動運転標準体系を確立する

目標を設定し、ICV、コネクテッドの融合、製品開発や実用化を後押ししていると説明し

た。自動車・通信・交通・交通管理の４部門の横断的連携・協力や、国際社会への中国の

標準理解のため日産やトヨタ、デンソーを含む国際専門グループの設立を通し、各種標準

やプラットフォームの基準研究や策定、41 項目の国家標準の制定を進めており、20年上

期に情報セキュリティ標準について提出予定とのことである。20年は、ICVのコアとなる
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標準策定、枠組みやガイドライン、管理制度構築に向け、新しい試験や評価方法、評価管

理などの研究を行い、新たな産業エコシステムを後押しし、国際連携や技術交流により、 

ICV の発展を推進していきたいと述べた。 

上海国際汽車城・李副総工程師は、上海汽車城や、臨海地域を例に上海における ICV 関

連政策や環境整備について紹介を行った。上海では 18 年３月に公道試験を開始し、これ

まで外資企業も含めた 13社に約 40枚の試験ナンバープレートを公布、試験総距離は 7・6

万キロ、総時間は 3500時間となり、嘉定区と臨海地区の公道試験総距離は約 80キロに達

したとのことである。①閉鎖試験場、②公道試験、③シナリオデータベース、④走行・モ

ニタリングデータセンターの４つのプラットフォームを建設・整備し、特に③について

は、自動運転シナリオにおける中国の国際標準活動の主導にもつながっており、上海の

ICV 関連産業発展への貢献に重要な役割を果たしている点を強調した。 

 分科会の議論の延長および日本における自動運転の進捗や技術を理解することを目的と

して、12月 10 日と 11日午前に、中国側の分科会参加者を対象としたトヨタ MEGA WEB の

視察および東京臨海部での金沢大学の自動運転実証実験車両の試乗を行った。 

19年 10月 15 日より、東京臨海部における実交通環境下での各種交通インフラから取得

した動的情報を処理して自動運転を行う大規模自動運転実証実験が始まった。乗車時点で

の金沢大学の実証実験車両は、まだインフラからの情報をもとにした走行は行っていない

とのことであったが、日本国内外自動車メーカー・サプライヤー・大学等計 28機関が参

加し、産学官連携して実験データの取得、分析等を行うことで今後のインフラ協調型自動

運転の技術進歩および実用化の加速が期待される。中国側の参加者からは、「日本ならで

はのきめ細かいニーズに対応したトヨタの各種 EVなどを実際に見ることができ、また実

際に試乗することで分科会での発表や、日本の取り組みに対する理解が深まった」という

感想も聞かれ、日本における同分野での実情把握や各種技術や取り組みについて理解を深

めた。 

 

③日中長期貿易分科会 

 世界的な水需給問題に対して、日本と中国はなにができるか。人口の増加や都市化に伴

い世界の水需要は増加の一途をたどっているが、多くの地域では依然として深刻な水不足

や水質汚染の問題を抱えている。中国もまたそうした問題に直面している当事国だが、一

方で一部の有力企業は第三国での水ビジネス市場に進出し、海外における存在感を強めて

いる。 

こうした時世の流れを汲み、第 10回フォーラムから継続して「水循環」をテーマとし

ている日中長期貿易分科会は、今回の主題を「グローバルな水需要に対応するための日中

協力」と設定した。日中双方の官民における海外での海水淡水化や汚水処理事業、それら

先進技術、水需要の現状を紹介し、中国市場だけにとどまらない世界的な水問題解決のニ

ーズに対する日中間の協業の可能性を探った。 

経済産業省製造産業局国際プラント・インフラシステム・水ビジネス推進室の吉原美保

企画調整官によると、世界のインフラ需要の中で電力や通信をしのぐ最大の分野が水であ

り、市場は 2020 年には 100 兆円を超えるとの予想もあるという。日本は高度経済成長期

の都市化と工業化に伴い、設備の省水・省スペース化や維持管理、オゾンや膜による水処
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理・供給などで先進的なノウハウや技術を有しており、海外インフラ事業でも地域特有の

事情に即した支援を行っている。現地ではパートナーとなる海外企業との連携が大切であ

り、日中企業による第三国市場での本格的な連携にも期待を寄せた。 

技術力を武器に海外で水ビジネスを行う日本企業は多い。水需要の中でも中東に需要が

集中している海水淡水化の現状について、逆浸透膜（RO 膜）でトップの技術を有する東レ

株式会社は新たな視点からの報告を行った。19年は海水淡水化市場の半分を占める中東か

ら「グリーンな海水淡水化を進める」との声明が出たことを機に、省エネによる低コスト

化、化学薬品に頼らないグリーンな海水淡水化がより注目されており、その中で中国企業

はエネルギー源の分野で貢献が大きく、また同社も薬品や微生物に頼らない新たな処理技

術を研究開発しているという。 

同じく膜メーカートップの旭化成分離膜装置（杭州）有限公司は、杭州にある同社で製

造するＭＦ/ＵＦ膜技術を紹介。中国でも多数納入実績があるほか、中国企業と協力し、

ベトナムでの海水淡水化事業で導入した例も報告した。一方、横河電機株式会社はサウジ

アラビアを中心に、中東で海水淡水化プラントの緊急遮断システムや、パイプラインの監

視システムを納入している。豊富な経験から中国・シノペックサービス社から給水パイプ

ラインプロジェクトを受注するなどの実績も示した。 

日立造船株式会社は、近畿経産局と広東省科学技術庁による日中合作プロジェクトにお

いて、同省の都市下水の高水準処理のために同社の高速繊維ろ過装置「まりも」を導入

し、実証実験を経て受注した事例を報告した。メタウォーター株式会社は同社の特殊ろ材

を使った高速ろ過技術を紹介。粒経１ミリ以上の夾雑物を完全に除去できるろ過能力があ

り、低コスト、省スペースなどの優位性から多数の自治体の汚水処理場で採用されてい

る。 

中国における水需要の現状について、国家発展改革委員会資源節約環境保護司節水処・

程慧強副処長が報告した。現在中国では依然として１人当たりの水資源が世界平均値の４

分の１程度と供給不足が続いているが、再生水の年間利用量は約 80 億トン（17年）と、

年間汚水処理量の 15％程度にとどまっており、利用率が低いことが課題となっている。再

生水の利用率向上のため有効活用化と処理施設の配管網整備、汚泥処理の強化などを重点

的に改善する方針を示した。 

再生水をめぐっては官民一体の取り組みが進む。国家都市給水排水工程技術研究センタ

ーによると、規制基準の厳格化などにより、都市汚水処理施設では地表水の基準を上回る

一級 Aの再生水の割合が近年飛躍的に伸びており、さらなる設備建設が進む見込みであ

る。また北京市市政工程設計総院の元副総工程師で、現在は中国水処理最大手の北控水務

集団で技術顧問を務める杭世珺氏は、都市部の再生水や雨水を指す「非従来（非在来）型

水資源」を自然の水源に放出して浄化するなど利用効率を上げるための方法を研究してお

り、コストや料金管理などの問題点を指摘した。北控水務集団はシンガポールで進められ

ている飲用可能な水準まで下水を高度処理した再生水「NEWater」のプラント建設の実績

もある実力企業である。中国国内では、排水基準を満たせず閉鎖の危機にあった染色工場

で、政府の水処理ビジネスに対する投資や優遇政策を活用しながら、廃水処理を再生水や

化学物質の生産に転化させたビジネスモデルを紹介した。中国長江三峡集団傘下の長江生

態環保集団は、「長江大開発ではなく大保護を」という国家スローガンのもと、長江と周
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辺域における水環境保全に取り組んでいる。設立間もない企業だが、都市の汚水処理に重

点を置き、持続可能なビジネスモデルを追求する姿勢を強調した。 

分科会の発表でも関心の高かった大都市における汚水処理、海水淡水化施設の日本の現

状について理解を深めるため、分科会訪日団は東京都下水道局森ヶ崎水再生センター、沖

縄県企業局海水淡水化センターなどを視察した。 

国内最大の水再生センターである森ヶ崎水再生センターの１日の処理能力は 154万トン

を誇る。汚水中の汚れは微生物によって分解され、できた汚泥は焼却処分したのちコンク

リ材にリサイクルし、汚泥から出るメタンガスは発電燃料に活用するなどしている。現場

を視察した参加者からは臭気取りの技法や汚泥の活用法、また老朽化した下水道管の修繕

方法について質問が挙がった。 

一方、沖縄県の海水淡水化センターは渇水問題解消のため 1997年から全面供用を開始

したが、その後ダムが増え渇水の恐れがほぼなくなったことから現在稼働を縮小してい

る。20年以上経過する施設になるが、ある参加者は天津で数年前に運転開始した海淡施設

と比較しても、「ほとんど遜色ないくらいきれいに管理されている」と驚きの声を上げて

いた。定期メンテナンスの頻度や部品交換の規模、稼働コストや展望について意欲的に質

問する参加者も多かった。 

こうした日本の高い維持管理能力は、まさに「グローバルな水問題に対応するための日

中協力」の重要な一要素となりつつある。今回のフォーラムでは北控水務集団と株式会社

ウォーターエージェンシー（以下「ＷＡ」）、仲介役の一般社団法人日中科学技術文化セン

ターの３者間で、下水処理運営管理分野における人材育成と戦略的提携に関する合意書を

締結した。長年上下水道施設の運営管理を手掛けるＷＡ社が北控水務集団の現場管理職を

研修し中国の水処理分野の人材育成を図るものだが、長期的には第三国市場での展開も視

野に入れている。北控水務集団の資金力とＷＡ社の技術力というマッチングが、今後どの

ような広がりを見せるのか、期待を以て注視したい。 

日中長期貿易分科会は日中長期貿易協議委員会が既存の枠組みを生かし、06年の第１回

フォーラムより継続して、分科会という形式で省エネ・環境ビジネスの促進を図ってい

る。中国側事務局を担う商務部（対外貿易司）と、国家発展改革委員会、経済産業省とい

う政府における水部門が協力し、日中双方の水ビジネスに関わる先進企業、研究者が議論

に参画してきた。 

実際の海外市場において中国企業は日本企業の競合者でもあり、協力関係を構築するた

めにはさらに様々な角度からの検討も必要になる。しかし積み重ねてきた対話努力をもと

にお互いの持つ強みや優位性を再認識し、よりダイナミックな協業につなげていくことが

今後期待されている。 

 

④クリーンコール技術と石炭火力発電分科会 

 2015年 12月に地球温暖化防止の国際的な枠組み「パリ協定」が採択されて以降、世界

的に「低炭素化」さらには「脱炭素化」は動かしがたい趨勢となりつつある。こうした

中、本分科会では、クリーンコール技術のさらなる向上と石炭燃焼時に発生する CO2排出

量の削減を責務と捉え、最新の技術開発状況や、効率的な運用モデル等について報告が行

われた。 
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冒頭、資源エネルギー庁・嶋村英治企画官（石炭政策担当）と中国国家能源局電力司・

苟峰副司長による開会挨拶に続き、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機

構（NEDO）環境部・佐野浩主幹は、火力発電分野では、パリ協定の長期目標と整合的に

CO2排出削減に取り組むことが日本の政策の方向性であり、NEDOは IGFC等のクリーンコ

ールテクノロジーを中核事業として実施している。今後、再生可能エネルギーの増大に伴

い、石炭火力の負荷調整能力向上や O&M最適化などが求められるところ、日本は IoT技術

活用による石炭火力の運転高度化ノウハウも有していると紹介した。  

電力規画設計総院・趙文瑛電力設計高級エンジニアは、18年の中国国内発電容量は 19

億 kW、うち石炭発電は 53％を占め非化石エネルギー発電の 40％より多く、依然石炭エネ

ルギーへの依存が高いが、石炭火力発電所への政府の規制厳格化に伴い、同年の SOX・

NOX・煤塵の排出量は 1990年比それぞれ 94％・75％・55％削減が実現、今後はバイオマス

との混焼技術や燃焼後の炭素回収技術を向上させ、かつシステムの最適化により総合利用

効率の上昇を目指すと述べた。 

 株式会社リバーステクノロジー・中川典也代表取締役は、炭素繊維の廃材を原料とする

世界初の炭素繊維熱伝導防食塗料について紹介。①大幅な省エネ・CO2削減が可能、②炭

素繊維のリサイクル問題が解決、③中国はもとより第三国にて必要とされる技術であると

述べ、本塗料が中国政府の環境対策に大きく貢献できるだけでなく、日中友好関係の中で

推進できるツールのひとつとなるとの見解を示した。 

青島特利爾環境保護集団股份有限公司・王洪敏副総裁は、費用・資源・安定性等の観点

から、中国では再生可能エネルギーを主力エネルギーとするのは現実的ではなく、環境保

護規制を遵守しながら高効率・省エネを実現する新型ボイラを開発するなど、クリーンコ

ール技術の研究開発を推進することが重要であると述べた。 

 九州電力株式会社苓北発電所オペレーショングループ・平田俊一グループ長は、今後再

生可能エネルギーの積極的な開発・導入が見込まれる中、石炭火力発電所には、これまで

以上に過酷な負荷調整が求められると認識、安定した負荷追従運転を行って需給運用に貢

献することはもとより、安価な石炭の積極的な導入の継続、出力変化率の改善や、効率的

な補機運用による所内動力削減などを推し進めて、発電原価のさらなる低減を追及してい

くとの報告を行った。  

西安交通大学エネルギー・パワーエンジニアリング学院・厳俊傑院長は、18年の中国１

次エネルギー消費総量のうち石炭は 58・25％であるが、30年には 51％まで減少する見込

み、一方再生可能エネルギーとの供給バランスを保つため効率的な石炭火力はベースエネ

ルギーとして必要不可欠であり、低負荷で柔軟な技術の重要性を強調し、具体的な技術事

例を紹介した。 

 株式会社 IHI 資源・エネルギー・環境事業領域ボイラ SBU技術センター・岩崎哲也セン

ター長は、混焼率を高めるために開発した木質ペレット粉砕ミルの技術およびこのミルを

適用した高効率混焼を実現するための関連技術を紹介。これらの技術を利用した微粉炭焚

き発電ではバイオマス 30％混焼運転にて石炭専焼と遜色のない性能を実現、負荷変化率

２％/分でスムーズに推移しており、商用運転２年目においても安定運用を継続している

と報告した。  

中国華能集団有限公司生産管理環境保護部・趙賀主任は、中国では石炭とバイオマスの

混合燃焼は非常に重要であると述べ、政府も重点的に取り組んでおり、18年に国が承認し

たモデルプロジェクト 84件のうち、同社の発電所は 14 カ所含まれ、今後も一層推進する

と表明した。 

 三菱日立パワーシステムズ株式会社サービス本部サービス計画部・桐原雄一次長は、

ICT 活用による火力発電設備へのデジタルソリューションサービスである MHPS-TOMONI に
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ついて紹介し、プラントのデジタル化に向けたデータ収集や分析を行うことでタービンや

ボイラなどのプラント主要機器はもちろん、BOPを含むプラント全体の最適化や性能改

善・運用性改善を行い、徐々に高度化を図り、将来的にはプラントの自動自律運転を目指

したいと述べた。 

中国大唐集団有限公司生産運営設備管理処・金安処長は、燃料・管理コストの削減と収

益拡大を追求する発電企業にとって、設備の IoT化は非常に重要なポイントであるが、技

術力および応用力いずれも依然として研究・開発段階であり、今後継続的・長期的に運用

していく必要があるとしたうえで、地道な探求と実践、分析の重要性を示した。 

一般財団法人石炭エネルギーセンター（JCOAL）・塚本修理事長は、日中共同委員会の活

動状況と今後の方向性について報告し、低炭素・資源循環型社会の形成に向けた新たな技

術交流活動の推進を図りたいと強調した。 

日本側嶋村企画官は、石炭分野における日中の技術は既にかなり高度化しており、今後

は新しい分野へ両国が共に挑戦し探求する時期であると述べた。19 年１月に日本が打ち出

した、CO2を資源として回収し有効活用する「カーボンリサイクル」の推進は石炭の位置

付けを大きく変える可能性がある。石炭使用国である日中両国間の協力の継続した推進、

またクリーンコール技術とカーボンリサイクルの併用実現により、新・石炭エネルギー時

代の幕開けの一歩となることが期待される。 

 フォーラムの全体会議および分科会の出席に加えて、本分科会の中国側一行は、来日当

日の 12月７日午後から 10日まで、水素ステーション、トヨタ MIRAI ショールーム、J-

Power 磯子火力発電所、川崎重工業明石工場、堀場製作所びわ湖工場を訪れ、精力的な視

察活動を展開した。 

石炭火力発電およびこれに関わる排煙対策技術においては、日中同レベルの現場も増え

つつある。一方、中国側は、日本の水素エネルギー社会の提唱やカーボンリサイクルなど

の新分野について、より新しい情報を得て、協働の可能性に向けた交流をさらに活発化し

たいとの意欲に満ちていることが会議や視察の様々な場面で窺われた。また、海外（第三

国）での電力セクターで必要とされる計測システム展開などの日中協力の可能性について

も、日中双方の企業の意向に沿って、継続的なフォローが求められている。 

 

⑤省エネ促進分科会 

省エネ促進分科会では、日中両国共に、エネルギー消費効率の向上（省エネ）と、経済

成長を両立させる必要があるという共通認識のもと、高効率の加熱・冷凍冷蔵・空調産業

のエネルギー多消費機器の省エネの発展を図ることをテーマに、政府・企業の省エネへの

取り組みについて紹介と議論が行われた。 

日本側議長である資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部省エネルギー課・江

澤課長は、冒頭挨拶で日本の省エネ政策の歩みと展望を紹介した。1970年代の２度のオイ

ルショック後、国をあげて徹底的に省エネに取り組み、90年までに GDP当たりのエネルギ

ー消費量を 35％削減することに成功した。2030年に向けてもこれと同等、あるいはそれ

以上の省エネを目指し、省エネ法に基づく規制や補助金等の支援措置を行うなど政策を総

動員してあらゆる取り組みを進めると述べた。具体例として、商品化されている製品のう

ち最もエネルギー消費効率が高いものをベースとして数年後の目標基準値を設定し、その

達成を企業に促す機器トップランナー制度や、エネルギー多消費産業を中心として企業活

動のエネルギー消費効率の水準を業種別に定めその達成を求めるベンチマーク制度等を挙

げた。 

中国側議長である国家発展改革委員会資源節約・環境保護司省エネルギー・エネルギー

効率処・呂副調研員は、中国は質の高い経済発展へシフトしてきており、エネルギー効率
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をさらに高め、日本がそうであったように環境保護と経済成長の調和のとれた発展を実現

させる必要があると述べた。また、本分科会のテーマでもある冷凍冷蔵・冷房分野につい

て、中国ではエネルギー消費量の多さや冷媒の温室効果の高さといったマイナス面に対応

するため、グリーンで高効率な冷凍冷蔵・冷房アクションプランを発表し、工業園区や地

下鉄、空港、コールドチェーン等において重点プロジェクトを推進していくことを紹介し

た。 

挨拶に続き、資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部省エネルギー課・牛来課

長補佐が、日本における省エネルギー政策の動向をテーマに省エネの現状と見通し、省エ

ネ制度の全体像、分野別省エネ政策を紹介した。そして、需要構造の変化を踏まえた省エ

ネ政策の在り方として、エネルギー消費の動向にどのように影響するのかをきちんと見極

め、それに応じた省エネ政策を進めていく必要があると述べた。 

次に、国家発展改革委員会エネルギー研究所の戴元所長・研究員が、中国の省エネ効果

と政策について発表し、中長期的な省エネ目標と、省エネ推進のための政策や取り組みを

紹介した。今後、中国政府はエネルギー消費革命を推進し、エネルギー節約型社会の形成

を加速していく方針であることを強調した。 

日本側からは 3社が、それぞれ BEMS（Building Energy Management System）、コールド

チェーン、ボイラーにおける省エネの取り組みを紹介した。アズビル株式会社ビルシステ

ムカンパニー国際本部中国室・櫻井課長は、BEMS導入とその活用による省エネ事業の推進

について発表した。室内環境改善と省エネ効果の説明に加え、日本と中国の BEMSの仕様

を比較したうえで、その差異から日本のような政府補助金制度を導入することを提案した

ほか、自社事業を通じて環境負荷低減に貢献していきたいと述べた。 

ヤマトホールディングス株式会社グローバル戦略担当・相川シニアマネージャーは、コ

ールドチェーンにおけるヤマトグループの取り組みについて発表した。小口保冷宅配便の

市場拡大に伴う海外ネットワークの構築と高品質なサービスの必要性を述べたほか、生活

者の安全性や利便性の向上、小口保冷配送サービスに関わる市場の健全な成長に貢献する

ための PAS1018 策定プロジェクトおよび ISO23412等の詳細を説明した。 

三浦工業株式会社国際推進統括部・光宗統括部次長は、エネルギー多消費であるボイラ

ー設備における省エネの重要性や市場・環境規制について紹介した。世界と中国で使用さ

れているボイラーの違いから課題点を見出し、中国においては高効率貫流ボイラーによる

省エネと CO2汚染物質排出削減のポテンシャルは高いと述べた。 

中国側は３機関が、それぞれ効率基準とラベリング、エアコン、ファイナンス等におけ

る省エネの取り組みを紹介した。中国標準化研究院・陳研究員は、中国冷房製品のエネル

ギー効率基準およびラベルについて発表し、エネルギー効率ラベル実装ルールから登録管

理の推進までを紹介したほか、家庭用エアコンのエネルギー効率基準改定に関する最新状

況を説明した。 

珠海グリー・エレクトリック標準管理部・王主任は、環境配慮型で効率的な冷房技術の

家庭用エアコンへの適用とエネルギー効率基準への影響について発表した。インバータ圧

縮機の省エネ技術の発展に伴い、中国のエアコン市場ではインバータエアコンの需要が高

まり、そのシェアが拡大していることに言及した。 
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エネルギー基金会（中国）・韓プロジェクト主管 は、市場メカニズムと金融モデルの革

新および環境配慮型冷房とエネルギー効率向上の推進について発表し、冷房エネルギーの

効率を向上させるための融資モデルを紹介するとともに、環境配慮型で効率的な冷房を実

現することの重要性について述べた。 

 最後に、日中双方の議長が総括発言を行った。中国側の呂副調研員は、日中双方から政

策、標準、製品、企業の発展戦略をはじめ、アクションプラン、グリーン化のレベルアッ

プ、市場メカニズム、金融モデルなど様々な角度から発表を聞くことができ、中国側とし

ては日本側の進んだ技術、政策、ノウハウ等から多くの共通認識と成果を得たと述べ、得

られた共通認識は今後の協力の展開に非常に役立つという見解で結んだ。  

また、日本側の江澤課長は、日中双方から紹介された先進的な省エネに対する取り組み

については、日中のみならず世界のエネルギー問題や温暖化対策に重要な貢献が期待され

る内容であるとし、省エネにおいては日中両国が協力して対応できる可能性が高く、アジ

アのリーダーとしての重要性も示されたと述べた。さらに、今後も日中省エネルギー・環

境総合フォーラム等を通して、日中政府が協力して省エネの取り組みを進めていきたいと

締めくくった。 

12月９～11日の３日間、当分科会の中国側 33人が大阪府を訪問した。９日はダイキン

工業株式会社堺製作所臨海工場にて、産業用高効率エアコンの最新製造ラインと工場にお

ける省エネ活動の取り組みを視察した。10 日は２組に分かれ、コールドチェーンを担う高

効率冷蔵冷凍関連施設である株式会社フリゴ北港本社ならびに株式会社ニチレイ・ロジス

ティクス関西咲洲物流センターを視察した。11日は大阪ガス株式会社泉北製造所第二工場

にて、LNG（液化天然ガス）の冷熱エネルギーを動力として回収する発電システムを用い

て省エネと CO2 削減を実現している事例を視察した。いずれの視察先でも中国側の関心は

高く、設備、技術、投資額等を含む、様々な問題について途切れることなく質問が出され

ていた。 

 

⑥循環経済分科会 

2019 年の第 13回日中省エネルギー・環境総合フォーラムの全体会議において、水素エ

ネルギーの活用と並んでプラスチックリサイクルは、重点的項目として取り上げられた。

プラスチックリサイクルを積極的に行い、資源を循環させることは、日中両国のみなら

ず、海洋プラスチックごみを減少させるなど世界規模で取り組むべき問題である。 

こうした背景のもと、循環経済分科会は「持続可能な資源循環経済の構築に向けて」を

テーマに掲げ、官民の取り組みについて紹介と討議が行われた。 

日本側政府部門は、2000 年代に入り社会問題化したごみ問題（処分所の不足）に対応す

べく廃棄物処理法の改訂を行い、結果的に埋め立てを必要とするごみの量が激減し、再生

利用や循環利用率が増加したことを説明した。さらには 20年７月から環境に良いものは

対象外としながらもレジ袋の有料化や、海洋プラスチックごみの解決を進め、プラスチッ

ク再生利用のために「Clean Ocean Material Alliance（CLOMA）」に小売業者をはじめと

したサプライヤーなど 265社が集結し、官民共同で、さらに業種を超えた関係者が連携す

るプラットフォームを構築した。  
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大阪市は継続的なプラスチック資源循環への取り組みや他機関、友好都市・上海市との

都市間協力についての紹介を行った。  

中国政府部門は、国家発展改革委員会が、今後詳細が発表される「プラスチック汚染管

理の強化に関する措置」について触れ、最近のプラスチック利用・リサイクルについては

利用率も回収率も高く、再利用率は高まりつつあるが、品質が向上していないことが課題

であると指摘した。さらに、デリバリー事業の成長などに伴い、短期間で急速に使い捨て

プラスチック問題が起きていること、対処措置として減量化を進めているがコストが見合

っていないこと、市民の生活の利便性を損なってしまうとプラスチック回収を進めていく

ことが困難であると述べた。 

日中双方の企業からは、それぞれのプラスチック資源循環のための技術についての発表

があり、日本側は高度な水平リサイクル（トレーをトレーに再生、トレーとペットボトル

から透明トレーを再生）や、中国で取り組んでいる生活ごみの無害化 100％とゼロ埋立を

実現するためのサーマルリサイクル・ごみ焼却発電の紹介があり、中国側企業からは、技

術の高度化が日本に比べて遅れている分、プラスチックリサイクル問題を解決するために

創出された様々なシステムやアイディアが発表された。  

また、日中双方のプラスチックリサイクルを推進する団体からは、プラスチック製品の

「使用後」を意識した商品デザイン、製品開発や新市場開発を行う必要があるとの指摘が

あった。  

日本企業はプラスチックリサイクルについては技術面からのアプローチが主であること

に対して、中国企業は技術面よりも、市民に積極的にリサイクルに参加してもらうための

デポジット制度構築や企業の環境コストの負担を軽減するためのグリーンパッケージのリ

ースシステムなど、ビッグデータや IoT 技術とプラスチックリサイクルを併せた取り組み

が印象的であり、同じ課題に対して日中間で異なる施策を見ることができた。 

以下、日中双方の政府セッションおよび企業セッションの要旨を述べる。 

日本の政府部門では、経済産業省産業技術環境局資源経済課長・横手広樹課長が、日本

の廃棄物対策、リサイクル制度について紹介した。00 年代に入って、社会問題化したごみ

問題（処分場の不足）に対応するべく、廃棄物処理法の改訂が実施され、結果として、埋

め立てる必要のあるごみ量が激減し、再生利用・循環利用率が増加し、資源の再利用が着

実に進んでいること、官民一体となった取り組みとして CLOMAの紹介がなされた。  

また、大阪市からは、G20 において、プラスチック資源循環のために「大阪ブルー・オ

ーシャン・ビジョン」が宣言され、50年までに海洋プラスチックごみによる追加的汚染を

ゼロにすること、UNEP（国際連合環境計画）との連携や中国の友好都市である上海市に対

して、生活ごみの効率的処理の課題解決のための協力を行い、適切な処理の推進、成功す

ればさらなる他地域への拡大を目指す都市間協力などについての紹介があった。  

日本の企業部門では、株式会社エフピコが、トレーからトレーを作り出す、水平リサイ

クルの取り組みや、ペットボトルから透明トレーをリサイクルする工程についての紹介が

あった。このような取り組みでは、再生原料でトレーなどが作られるため、石油由来の原

料が不要になる。また、最も重要な成果として、CO2排出量の削減に貢献していることな

どが紹介された。次に日立造船株式会社から、海外における EfW（ごみ焼却発電）事業に

ついての説明があった。同社の技術は、ごみを無害化・無臭化し、埋立地の延命に寄与し
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つつ発電を行うシステムである。現在では、焼却炉１基の処理能力が大規模化し、中国で

は、総計で原子力発電所３基分に相当する発電を行っている実績がある。また今後もごみ

の無害化やゼロ埋立を中国全土で広めていく計画であると述べた。最後に日本プラスチッ

ク工業連盟から、日本のプラスチック戦略の基本原則の紹介があり、30年までにプラスチ

ック包装の 30％をリユースまたはリサイクルするとし、国民各界各層との連携と協働によ

り実現を目指すという。また、従来は品質とコストを追及してきたが、これからは「使用

後」を視野に入れた製品開発・新たな市場開発が必要であり、廃プラスチックの海外輸出

が難しくなったいま、国内循環を目指し「使用後」を新たなビジネスにつなげる必要性を

指摘した。 

中国の政府部門からは、国家発展改革委員会資源節約・環境保護司循環経済発展処の陸

処長から、今後中国ではプラスチック汚染管理を強化する政府文書が発出されること、そ

のことからも分かるように中国がプラスチック汚染に対して真剣な取り組みを行っている

ことを述べた。また、中国でのプラスチック回収率は高いが、リサイクルの品質がまだ低

いことが今後の課題であり、官民ともに取り組む必要があると述べた。  

中国の企業部門からは、盈創（INCON）再生資源回収有限公司から、使い捨てプラスチ

ックを減少させ、リサイクル率を高めるための創意工夫として、デポジット制度を構築

し、その利点および現在北京市で行っている実際の運用や、将来的な計画が紹介された。

次いで灰度環保科技（上海）有限公司より、急増する物流で必要となる段ボールを 100％

再利用できるグリーンパッケージに切り替え、必要な企業にリースを行うビジネスモデル

の紹介があった。リースを行うことで企業の環境コストを減らし、またリースに使うパッ

ケージにコードとチップを埋め込むことで、リアルタイムで利用状況を把握できる利点が

紹介された。最後は、中国プラスチック加工工業協会が、生分解性プラスチックに関し

て、包装デザインの観点からの発表があった。現在のライフスタイルを維持し、プラスチ

ックによる利便性を享受しながら、プラスチックによってもたらされるマイナス要因を減

少させるためには、素材の観点からみること、設計段階からリサイクルを意識すること、

製品の生産時も省エネを心がけるべき点が述べられ、プラスチックの代替素材について具

体的な幾つかの説明がなされた。 

12月９、10日に企業訪問が実施され、茨城県にある協栄産業株式会社と株式会社エフ

ピコを訪問した。そこでは一連のプラスチック再生利用のための工程を見学した。中国側

からは、再生に掛かるコストや工程上での日中の違いや技術面の質疑が活発に行われ、関

心度の高さがうかがえた。 
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（３）日中協力モデルプロジェクト 26件リスト 

１. 省エネルギー・環境保護事業の促進についての枠組協力 

 日本側：一般財団法人日中経済協会 

 中国側：①国家発展改革委員会国際合作中心、②蘇州高新区管理委員会 

 

２. 省エネ分野における協力枠組の継続に関する合意書 

 日本側：一般財団法人省エネルギーセンター 

 中国側：中国国家節能中心 

 

３. 水素の活用による、工場および周辺地域の低炭素化に向けた日中協力実証事業 

 日本側：丸紅株式会社 

 中国側：巨化集団有限公司 

 

４. 循環低炭素経済分野における協力の枠組み協定 

 日本側：北九州市 

 中国側：天津市静海区人民政府 

 

５. 炭素繊維熱伝導防食塗料を石炭火力発電所に使用した省エネと石炭灰再利用による

エコ建材プロジェクト協定 

 日本側：株式会社リバーステクノロジー 

 中国側：①中国建材環保研究院有限公司 

     ②山西晋城無煙炭鉱業集団有限公司 

 

６. 土壌、水務、固体廃棄物処理などの環境全般に関する合作プロジェクト 

 日本側：丸紅株式会社 

 中国側：啓迪控股股份有限公司 

 

７. 低炭素・循環型水素社会の実現に向けた枠組協力 

 日本側：一般財団法人石炭エネルギーセンター 

 中国側：楡林経済技術開発区 

 

８. 環境省エネ型プレハブ住宅モジュールの産業化に関する合意書 

 日本側：①ECO資源投資株式会社、②株式会社丹下都市建築設計 

 中国側：亜当斯艾普頓（天津）投資管理有限公司 

 

９. 地域環境保護事業促進に関する業務提携の枠組協力 

 日本側：①株式会社みずほ銀行、②瑞穂銀行（中国）有限公司 

 中国側：清華蘇州環境イノベーション研究院 
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10. 有機固体廃棄物熱分解炉利用に関する協業意向書 

 日本側：WEF 技術開発株式会社 

 中国側：湖南万容科技股份有限公司 

 

11. 環境保護分野におけるビジネス交流促進のための枠組協力 

 日本側：関西・アジア 環境・省エネビジネス交流推進フォーラム 

 中国側：広東省科技合作研究促進中心 

 

12. 小型メタンガス発電プラントの中国国内での普及に関する協力覚書 

 日本側：株式会社ヴァイオス 

 中国側：山東中埼環保設備製造有限公司 

 

13. 農村都市混在型生活ごみ処理資源再利用システム改善と構築についての協力 

事業覚書の締結等 

 日本側：一般社団法人国際３E研究院 

 中国側：浙江加百列生物科技有限公司 

 

14. 土壌修復薬剤、技術及び設備の共同研究開発並びに応用に関する合意 

 日本側：北九環境投資有限会社 

 中国側：上海化工研究院有限公司 

 

15. 青島中日省エネ環境保護産業園フィジビリティスタディ及び概念性建設計画 

編制プロジェクト 

 日本側：①株式会社三菱地所設計、②株式会社野村総合研究所 

 中国側：青島国際経済合作区管理委員会 

 

16. 石炭火力発電所の環境対策等に関する協議書 

 日本側：一般財団法人石炭エネルギーセンター 

 中国側：中国電力企業連合会 

 

17. 長江の環境保護に資する協働ファンドの組成協議着手に係る覚書 

 日本側：大和企業投資株式会社 

 中国側：①中節能資本控股有限公司、②湖北国翼投資管理有限公司 

 

18. 省エネ及びエネルギー効率化の分野における戦略的枠組み協定 

 日本側：①三井住友銀行（中国）有限公司 

     ②三井住友融資租賃（中国）有限公司 

 中国側：中国国家節能中心 
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19. 環境・省エネ分野における戦略提携に関する枠組協定 

 日本側：理光（中国）投資有限公司 

 中国側：清華蘇州環境イノベーション研究院 

 

20. 日本の省エネルギー環境技術等の連雲港市贛榆区での転用に関する枠組協力 

 日本側：株式会社環境・エネルギー技術研究所 

 中国側：江蘇省連雲港市贛榆区人民政府 

 

21. 下水処理運営管理分野における人材育成及び戦略的提携に関する合意書の締結 

 日本側：①株式会社ウォーターエージェンシー 

     ②一般社団法人日中科学技術文化センター 

 中国側：北控水務集団有限公司 

22. 日中省エネルギー環境保護園区での投資に関する政策情報提供・企業紹介の協力協

定の締結 

 日本側：①株式会社みずほ銀行、②瑞穂銀行（中国）有限公司 

 中国側：青島国際経済合作区管理委員会 

 

23. 鉱山跡地・汚染土壌の修復に関する技術移転および技術提携 

 日本側：テピア環境インターナショナル株式会社 

 中国側：大地国際集団有限公司 

 

24. 河南省における紙・プラスチック代替新素材の事業化に関する協力覚書 

 日本側：株式会社 TBM 

 中国側：中原豫資投資控股集団有限公司 

 

25. 省エネルギー・環境保護事業の促進についての枠組協力 

 日本側：一般財団法人日中経済協会 

 中国側：北京市科学技術研究院 

 

26. 石炭スラリー製造技術の推進に関する協力覚書 

  日本側：一般財団法人石炭エネルギーセンター 

 中国側：青島特利爾環保股份有限公司  
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（４）フォローアップ調査結果 

１．対象案件数 

全案件数  362 

今回のフォローアップ対象案件 117 フォローアップしなかった案件 245 

 

◆内訳 

 回数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計 

非

対

象 

 

プロジェクト

開始前 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

目標達成 事

業終了 

4 5 13 24 15 20 13 8 2 4 0 0 108 

新段階/再調印 1 3 4 12 22 25 24 10 11 6 0 0 118 

途中で頓挫 0 1 1 2 1 1 2 4 5 2 0 0 19 

小計 5 9 18 38 38 46 39 22 18 12 0 0 245 

対象  0 1 1 4 7 5 8 19 8 17 23 24 

合計  5 10 19 42 45 51 47 41 26 29 23 24 

※新段階：同じパートナー同士がプロジェクトのステージの進展結果により、新たに調印

に引き継がれたもの 

※再調印：同じパートナー同士がプロジェクト膠着を経て、リスタート合意したもの 

 

２．進捗度 

（１）対象案件の進捗度 

 フォローアップ対象 117 件中、目標達成案件は 21 件（うち、次の段階に進んだ案件は

13 件）。プロジェクト開始前は 15 件、途中で頓挫したものが 16 件。 

 

 

 

 

 

第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回 第9回 第10回 第11回 第12回 合計

①プロジェクト開始前 0 0 0 1 0 0 3 2 0 4 5 15

②進行中 初歩的に事
業開始

0 0 0 1 0 0 1 2 3 9 9 25

半分程度は
目標を達成

0 0 0 0 1 1 3 0 2 1 2 10

目標を半分
以上達成し
ているが目
標達成には
不十分

0 0 1 2 1 2 3 3 2 0 1 15

おおむね目
標を達成

0 0 1 0 1 3 1 0 3 2 0 11

③目標達成 事業終了 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 2 8

　 次の段階に
進んでいる

1 0 1 3 2 1 2 1 1 1 0 13

④途中で頓挫 0 0 1 0 0 1 6 0 4 2 2 16

未回答 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4

合計 1 1 4 7 5 8 19 8 17 23 24 117
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（２）全案件（362 件）の進捗度 

 

 全案件 362 件中、目標達成した案件は 129 件で 36％（うち、次の段階に進んだ案件は

13 件で４％）、新しいプロジェクトとして再調印した案件は 19 件で５％、目標に達成して

いない案件は 76 件で 21％（プロジェクト開始前が 15 件で４%、初歩的に事業開始が 25

件で 7％、半分程度は目標を達成が 10 件で３％、目標を半分以上達成しているが目標達成

には不十分が 15 件で４％、おおむね目標を達成が 11 件で 3％）、途中で頓挫した案件は

134 件で 37％、未回答が４件で１%。 

 

（３）全案件のうち頓挫した 134 件の内訳 

 

頓挫の理由として、商業条件を理由に挙げたものが 98 件と大半を占めた。うち半数以

上が、ビジネスモデルが双方で合致しないもの、つぎにコストが見合わない、であった。

また、市場環境の変化は 14 件あった。関心喪失によるものが８件で、企業倒産が頓挫の

原因となったものは 14 件。 

 

 

 

 

 

 

4%7%
3%

4%
3%

32%

4%

37%

5%

1%
プロジェクト開始前

初歩的に事業開始

半分程度は目標を達成

目標を半分以上達成しているが目標達成に

は不十分
おおむね目標を達成

目標達成 事業終了

目標達成 次の段階に進んでいる

第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回 第9回 第10回 第11回 第12回 総計

商業条件の問題 1 3 2 9 20 15 19 13 9 5 1 1 98 件

　・コストが見合わない 0 0 0 0 6 5 5 4 4 1 0 0 25 件

　・ビジネスモデルが
合致しない

1 2 1 6 13 7 9 4 4 3 1 1 52 件

　・市場環境の変化 0 0 1 1 0 2 3 5 1 1 0 0 14 件

　・資金不足 0 1 0 2 1 1 2 0 0 0 0 0 7 件

関心喪失 0 0 0 1 0 3 0 1 0 3 0 0 8 件

日中関係 0 0 0 1 0 3 2 1 0 0 0 0 7 件

政策・制度 0 0 1 0 1 0 0 1 2 1 0 1 7 件

企業倒産 0 0 1 2 1 4 4 0 0 1 1 0 14 件

合計 1 3 4 13 22 25 25 16 11 10 2 2 134 件



30 

 

（４）前回フォローアップ調査（2018 年 10 月）以降の進捗 

※フォロー対象案件の 117 件のうち、第 12 回の 24 件を除いた第 11 回までの 93

件が対象 

（５）成果の有無 

※フォロー該当案件（117 件）が対象 

回答数のうち、「成果がでている」、「今後成果が期待できる」との回答が 82 件で、全体

の約７割である。一方、「現状、成果が出ていない」、「今後も成果が期待できない」も 31

件であった。 

 

２．プロジェクト実施上の問題として中国の法律・制度・基準等に関わるもの（複数回

答）  

 

 

 

 

昨年は「問題ない」の回答が 44％だったが、今回は約 50％であり、僅かながら改善

していることがうかがえる。 

 

３．日中関係がビジネスに影響しているか 

※回答数 99 件。 

 

「非常に有る」、「有る」と回答した割合は 26%で

ある一方、「無い」、「それほど無い」が 69％であ

る。昨年のフォローアップ調査では、「非常に有

る」、「有る」と回答した割合は 31％、「無い」、

「それほど無い」が 59％であったことから、近年

の日中関係改善について、実際のビジネスの現場

にも反映され、数字として表れているとも考えられる。 

第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回 第9回 第10回 第11回 合計

進捗した 1 0 1 4 1 5 10 4 10 14 50

進捗していない 0 1 3 3 4 3 9 4 7 8 42

未回答 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

合計 1 1 4 7 5 8 19 8 17 23 93

第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回 第9回 第10回 第11回 第12回 合計

現状、成果が出て
いる

1 1 1 2 2 3 3 3 7 5 4 32

今後、成果が期待
できる

0 0 2 4 2 4 11 2 4 8 13 50

現状、成果が出て
いない

0 0 0 1 1 1 2 2 3 9 3 22

今後も成果が期待
できない

0 0 1 0 0 0 3 1 3 0 1 9

未回答 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4

合計 1 1 4 7 5 8 19 8 17 23 24 117

中国の制
度（法律、
基準

中国の行
政体制

中国の入
札制度

知的財産
権

その他
問題はな
い

17 8 11 6 19 58

無い それほど
無い

有る 非常に有
る

どちらとも
いえない

35 33 15 11 5

36%

33%

15%

11%
5%

無い

それほど無い

有る

非常に有る

どちらともいえな

い
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４．調印者の組成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

  

昨年に続き、ここ数年、案件数の約半数は企業同士の案件であり、累計 164 件で全案件

362 件の約 45％を占める。 

 

 

政府機関 団体 企業 大学
政府機関 2 1
団体

企業 2
大学・
研究機関

中
国
側

第1回(2006)
（５件）

日本側

政府機関 団体 企業 大学
政府機関 1 3
団体 3

企業 3
大学・
研究機関

中
国
側

第2回(2007)
（１０件）

日本側

政府機関 団体 企業

大学・
研究機
関政府機関 2 3

団体 2 1

企業 11
大学・
研究機関

第3回(2008)
（１９件）

日本側

中
国
側

政府機関 団体 企業

大学・
研究機関

政府機関 8 9
団体 6

企業 1 1 17
大学・
研究機関

第4回(2009)
（４２件）

日本側

中
国
側

政府機関 団体 企業

大学・
研究機関

政府機関 3 6 8
団体 2

企業 4 21
大学・
研究機関 1 6

第6回(2011)
（５１件）

日本側

中
国
側

政府機関 団体 企業

大学・
研究機
関政府機関 1 13

団体 2 1

企業 22
大学・
研究機関 8

第7回(2012)
（４７件）

日本側

中
国
側

政府機関 団体 企業

大学・
研究機関

政府機関 4 6
団体 4 1

企業 17
大学・
研究機関 1 8

第8回(2014)
（41件）

日本側

中
国
側

政府機関 団体 企業 大学・
政府機関 3 2
団体 2 3

企業 12
大学・
研究機関 4

第9回(2015)
（26件）

日本側

中
国
側

政府機関 団体 企業

大学・
研究機関

政府機関 3 2 1

団体 6

企業 9
大学・
研究機関 2

第11回(2017)
（22件）

日本側

中
国
側

政府機関 団体 企業

大学・
研究機関

政府機関 3 7
団体 2

企業 28
大学・
研究機 1 4

第5回(2010)
（４５件）

日本側

中
国
側

政府機関 団体 企業

大学・
研究機関

政府機関 1 1 1
団体 4

企業 14
大学・
研究機
関

2 6

第10回(2016)
（29件）

日本側

中
国
側

政府機関 団体 企業
大学・
研究機関

政府機関 3 1
団体 5 1

企業 4 8
大学・
研究機関 1 1

中
国
側

日本側
第12回(2018)

（24件）
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５．プロジェクトの地域別分類（地域が特定できないもの、多数あるものは除く） 

 

 

 案件を地域別に分析すると、第 1 回～12 回を通じて経済成長が顕著で環境意識が高く、

コスト負担能力もある東部沿海地域に集中する傾向がみられる。また、それより件数は離

れているものの、東北地域での案件もそれに次いで 40 件と高くなっている。  

２.案件プロジェクトの地域別分類（地域が特定できないもの、多数あるものは除く）

第1回 計：5件 第3回 計：19件 第4回 計：42件 第5回 計：45件 第6回
天津 2 北京 3 北京 7 北京 7 北京

広東 1 広東 2 天津 5 江蘇 5 天津

合計 3 上海 1 広東 2 天津 4 上海

浙江 1 山東 2 広東 1 広東

第2回 計：10件 江蘇 1 浙江 2 上海 1 浙江

北京 1 安徽 1 江蘇 2 河北 1 江蘇

山東 1 江西 1 河北 2 福建 1 山東

安徽 2 河南 1 上海 1 安徽 3 湖北

雲南 1 遼寧 1 安徽 3 河南 2 安徽

陝西 1 吉林 1 山西 1 山西 2 山西

合計 6 黒龍江 1 甘粛 1 江西 1 重慶

合計 14 雲南 1 重慶 1 陝西

新疆 1 青海 1 雲南
遼寧 5 雲南 1 貴州

※地域別 案件数 合計 35 遼寧 6 四川

東部 183 内蒙古 2 遼寧

中部 29 合計 39 合計

西部 26
東北部 40 第7回 計：47件 第8回
合計 278 (特定不可は84件） 北京 10 北京

省市別 天津 4 天津

北京 65 安徽 10 重慶 7 遼寧 32 上海 1 上海

天津 21 山西 4 雲南 5 内蒙古 2 広東 2 広東

江蘇 24 河南 4 陝西 3 吉林 1 浙江 6 浙江

広東 17 湖北 8 青海 1 黒龍江 4 江蘇 5 江蘇

上海 14 湖南 1 甘粛 2
東北・内

蒙古
1 河北 2 河北

浙江 12 江西 2 新疆 1 山東 1 山東

山東 18 貴州 2 福建 1 湖北

山東・山西 1 四川 5 湖北 1 重慶

河北 9 河南 1 甘粛

福建 2 合計 278 雲南 1 遼寧

貴州 1 黒龍江

遼寧 8 合計

第9回 計：26件 第10回 計：29件 第11回 計：23件 黒龍江 1
北京 2 北京 3 北京 6 合計 45
江蘇 4 江蘇 2 天津 1
河北 1 河北 2 山東 1
山東 2 山東 3 広東 1 第12回 計：24件
湖北

1
広東

3
山西・山

東 1
北京

9
四川 2 上海 1 四川 1 上海 2
遼寧 1 湖南 1 遼寧 2 山東 3
合計 13 重慶 1 黒竜江 1 湖北 2

四川 1
東北・内

蒙古 1
重慶 1

遼寧 1 合計 15 合計 17
合計 18



33 

 

６．プロジェクトの分野・属性分類 

（１）分野 

 

362 件案件の分類               第 11 回、第 12 回案件の分類 

 

 全案件 362 件（４件未回答のため 358 件）を分野別に分類すると、省エネルギーおよび

新エネルギー・再エネルギー分野が 205 件で約 58％を占める。環境分野では、水分野が

43 件で 12％、次にリサイクルが 33 件で９％、大気汚染対策等が 29 件で８％、汚泥処

理・ごみ処理が 21 件で６％、温暖化対策分野が 13 件で４％、土壌汚染対策が９件で２％

である。 

 また、第 11、第 12 回の直近２年間では、第９回、10 回からの流れに引き続き、中国の

政策・規制強化に伴い、大気汚染対策関連が全体の２割近くを占めるまでに増加してい

る。 
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（２）属性 

 

 

 

 

第 1 回～第 12 回の属性                第 11、第 12 回の属性  

 

 最近２回は、技術提供や、特に枠組みについての割合が増加している。また、第 10 回

に引き続き、中国側との共同調査、研究開発について一定の割合を保っている。昨年に引

き続き、実証事業・合弁設立が減っている。 

 

 

 

第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回 第9回 第10回 第11回 合計

枠組み 1 4 4 13 5 12 8 10 6 8 9 80
技術交流 2 1 5 3 5 2 1 1 4 4 0 28
共同調査・研究・開発 0 2 2 7 9 10 11 13 6 11 5 76
技術提供 0 1 0 6 11 13 13 8 5 4 4 65
実証事業 0 1 3 7 8 7 9 4 4 0 2 45
合弁設立 1 1 2 4 6 3 2 3 1 0 1 24
製品販売 1 0 2 0 1 2 2 1 0 2 1 12
投資 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 4
ファンド 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3
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２．技術交流会（大連、蘇州） 

【大連】 

日 時：2019年８月 19日 

場 所：ヒルトンホテル大連金石灘（遼寧省大連市経済技術開発区海濱西路 57号） 

 

大連金普新区管理委員会、大連市発展改革委員会と共催で日中企業あわせて 134社が参

加した。午前は日中企業による省エネ・環境技術、設備などに関するプレゼンテーション

を行い、午後は日中企業のビジネスマッチングを行った。日本企業は 17社がブースを設

け、多い企業では中国企業 12社とマッチングを行うなど盛況であった。翌 20日には、日

本企業の希望者とともに日本電産（大連）有限公司の現地工場を見学した。 

 

【蘇州】 

日 時：2019年 10月 24日 

場 所：ホテル・ニッコー蘇州（江蘇省蘇州市高新区長江路 368号） 

 

 蘇州国家高新技術産業開発区管理委員会、清華蘇州環境創新研究院との共催で、日中企

業 114社が参加した。 

午前は、日中企業による省エネ・環境技術、設備などに関するプレゼンテーションを行

い、午後は日中企業のビジネスマッチングを行った。マッチングでは日本企業は 16社が

ブースを設け、多い企業では中国企業 18 社とマッチングを行った。また、マッチング交

流時は会場を一部仕切り、中国側企業のプレゼンテーションを同時進行で行った。 

翌 25日には日本側企業の希望者と、蘇州星火環境浄化股份有限公司（蘇州ローカル企

業）と、NGK（蘇州）環保陶磁有限公司（日本ガイシ出資）を視察した。 

 

（１）技術交流会での日中政府関係者発言概要（大連） 

王静波 国家発展改革委員会環境資源司処長： 

近年、中国はエコな文明の建設、環境にやさしい発展を推し進めており、巨大な省エ

ネ・環境総合市場のニーズを持っている。日本には省エネ・環境保護の分野において先進

的な技術と管理の経験があり、双方の協力の将来性は限りなく明るいと信じている。発改

委は経産省との協力を強化し、両国企業の間でより多くのビジネス成果が実る活動を促進

する。本日、日中両国の企業がこの機会を活用し、協力分野の拡大や協力方法の革新など

多くの協力意向で合意に達し、Win-Winの関係を実現できるよう、またより多くの省エ

ネ・環境協力プロジェクトを締結し、金普新区で大きな事業展開ができることを祈念した

い。 

 

山下宜範 経済産業省資源エネルギー庁長官官房国際課統括資源エネルギー調査官： 

日本と中国の関係は、2017 年に日中国交正常化 45周年、2018年に日中平和友好条約締

結 40周年を迎え、本年から新たな歴史を刻んでいく。昨年の第 12 回省エネ・環境総合フ

ォーラムでは水素利用、海洋プラスチックごみ問題について議論をし、省エネ・環境に関
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わる協力案件も多く生まれた。今年７月の G20大阪サミットでも取り上げられたグローバ

ルな課題であり、本フォーラムがその解決に貢献できると考えている。初めて技術交流会

に参加したが、日中企業において省エネ・環境に関するビジネスへの関心は引き続き高

く、多くのビジネスの機会が存在していると改めて実感した。今回の交流会を通じてさら

に新たな協力が生まれることを期待している。 

 

李鵬宇 大連市金普新区党委員会書記： 

 大連は日本の海外投資が最も多い都市であり、中国東北地域における日系企業の最大の

集積地でもある。現在金普新区は敷地面積 28平方キロメートルの新日本工業団地を企

画・建設しており、日系企業進出の受け皿として、さらに投資奨励、減税、人材導入、部

品調達などの面から全力で支援を行う。また自由貿易区で医療機器、食品、薬品、ヘルス

ケア、電子ゲームなどの産業をまず先に日本に開放することを検討している。日本経済界

の友人諸氏には、大連をより理解し、金普新区により関心を寄せてもらい、お互いに手を

取り、共に発展していきたい。 

 

杉田定大 日中経済協会専務理事： 

 大連市は 1990 年代より日中合弁大連工業団地プロジェクト、大連ソフトフェアパーク

をはじめ、日本政府や企業が大変お世話になった地域である。現在、新日本工業団地が開

発され、日本電産の工場建設が進んでいると伺った。ぜひ新日本工業団地についても、昔

の合弁団地プロジェクトのように我々も支援を推進したい。今回の技術交流会の日本企業

の参加数は過去５回の技術交流会の中で最大の規模であり、改めて大連における日中ビジ

ネスへの期待と関心が高いと感じている。本日のビジネス交流の成果が本年のフォーラム

で披露され、日本と大連市の関係がさらに緊密になるよう願っている。 

 

（２）技術交流会での日中政府関係者発言概要（蘇州） 

王静波 国家発展改革委員会環境資源司処長： 

長期にわたり、国家発展改革委員会と経済産業省、日中経済協会は経済貿易分野での密

接な協力を保持している。特に省エネ・環境の分野において相互の認識度、相互補完性が

高いことは、両国間での経済・貿易協力を行う上での輝かしい点だ。本日、日中の多くの

企業がこの技術交流会に参加しており、ぜひこの機会に十分に交流し、理解を深め、協力

領域を広げてほしい。また、この蘇州・高新区でより多くの日中協力による省エネ・環境

保護プロジェクトを促進し、成功させていきたい。 

 

飯田大介 経済産業省通商政策局北東アジア課企画官： 

両国総理の相互往来を通じて日中関係は完全に正常な軌道に戻った。このような中、経

済産業省としても省エネ・環境協力、第三国市場協力・中国市場のビジネス環境整備等の

協力など日中経済交流を進めている。特に日中省エネ・環境総合フォーラムは今年で第 13

回になり、昨年までに 360件を超える協力案件の調印が成立するなど、省エネ環境分野に

おける日中協力の重要なプラットフォームとして定着している。省エネ・技術交流会は今

年で４年目、計 58件の商談がビジネスに繋がるきっかけとなり、昨年のフォーラムにお
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いては２件の協力案件の調印が成立した。今回の交流会でも 12月開催のフォーラムにお

ける調印案件の成立に結びつくことを願っている。 

 

杉田定大 日中経済協会専務理事： 

 開催地の蘇州高新区は、日本を代表する企業など 500 社以上の日系企業が進出し、以前

より日中ビジネスが活発な場所だが、現在も皆様の関心が衰えていないことを実感した。

本年 12月８日には、東京で第 13回となる日中省エネルギー・環境総合フォーラムを開催

する。両国政府関係者による省エネ・環境分野における新たな協力分野の提案や、両国企

業等によるビジネスマッチングなどを通じてアライアンスの促進を図るものだ。この技術

交流会は 12月のフォーラムに繋げるためのものであり、今回のビジネス交流の成果がフ

ォーラムで披露されることを期待するとともに、日本と蘇州の関係の更なる緊密化を祈っ

ている。 

 

呉新明 蘇州高新区党工委書記： 

現在日中の友情は継続的に増進し、相互協力は絶えず深化している。日本企業は世界に

先駆けた省エネ・環境保全技術と先進的な環境に配慮した経営理念を持ち、太陽光発電・

水素燃料電池技術・バイオマス変換技術などは世界最高レベルだ。今回の技術交流会開催

は日中企業、研究機構、地方政府等などの、省エネ・環境保護分野で協力するためのプラ

ットフォームを構築し、高新区の省エネ・環境保護産業の発展を促進するだろう。私たち

はより胸襟を開き、よりよいサービスでもって、世界一流のビジネス環境作りに力を入れ

ていく所存であり、高新区と縁のあるすべての方と一緒により素晴らしい未来を創ってい

きたい。 

 

（３）日本側参加企業へのアンケート結果報告 

１．企業参加数、面談数等 

 
参加企業数 面談数 

ビジネスにつな

がった面談数 

大

連 

合計：36 

（17 社がマッチング参

加） 

合計：118 合計：14 

 平均：７ 

最多：12  

最少：４ 

蘇

州 

合計：20 

（16 社がマッチング

参加） 

合計：112 合計：14 

 平均：７ 

最多：18   

最少：４ 
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２．今回の技術交流会についての評価 

【大連】 

・プレゼン時間が足りなかった 

・異業種交流の機会となり視野が広がった 

・毎年定期開催をしてほしい 

【蘇州】 

・非常にしっかりとした運営で、多くの企業と交流ができ、潜在顧客の発掘ができた 

・配布資料を参考に商談の可能性がある企業へは自主的にアプローチしたい 

・日本からポスターを持参したが使用できなかったので、個別マッチングの設営手順に

ついて事前に教えてほしい 

 

３．省エネ・環境ビジネス事業展開における課題 

【大連】 

・（水素エネルギー）政府の関連政策の支持が不可欠 

・（自動車解体）商務部が明確に資格制限しており外資が参入しにくい 

・（メーカー）一部のサプライヤーが中国の省エネ・環境規定に合格できず納期に影響

が出ている 

【蘇州】 

・省エネ関連の融資があまりない 

・中国環境基準の業種別、地域別など内容、農用地汚染修復法令等の整備 

・現状、中国の省エネ・環境事業は政府主導で企業自らの取り組みがまだ足りない 

 

４．ニーズを知りたい分野 

【大連】 

・ゴミ処理、廃棄物、循環資源の再利用の現状 

・新エネルギー車、電池処理 

【蘇州】 

・中国全土の六価クロム汚染土壌修復をする企業情報、農用地汚染の詳細な情報（中国

全土、汚染の種類、汚染レベルのマップ） 

・江蘇省、浙江省エリアにおけるボイラー設備の排気標準、特に NO2などの窒素酸化物

に関する規定 

・電子、半導体、化工、製造業などの分野の水処理需要、農村部汚水処理の需要、水処

理の規制事項 
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３．中国国際商会環境ビジネス企業家訪日団 

（１）省エネ・環境ビジネス交流会 

   日時：2019年６月 20日（木）14:00～16:00 

場所：日中経済協会 会議室 

 

①中国側出席者名簿 

１.泥衛東 藍天衆成環境保護工程有限公司 社長 

２.冀魯艶 藍天衆成環境保護工程有限公司 エンジニア 

３.梁興泉 山東鑫国能源集団有限公司 社長 

４.翟 浜 中国環境産業研究院 常務副院長 

５.賈建峰 北京中電盛世電力建設株式会社 社長 

６.李 曼 北京中電盛世電力建設株式会社 副社長 

７.楊向陽 蚌埠市清泉環保有限責任公司 社長 

８.楊 浩 蚌埠市清泉環保有限責任公司 

９.厳彩虹 浙江啓明星環保工程有限公司 社長 

10.武麗韜 神木県麗景環境美化有限公司 社長 

11.宋 岩 大連磐翔機電工程有限公司 社長 

12.羅興宇 丹東鑫興炭素有限公司 社長 

13.呉東生 天津市徳満天下建築工程有限公司 社長 

14.劉 偉 中緑国投(北京)生態環境科技股分有限公司 社長 

15.裴 涛 中国国際商業会議所 中日企業交流センター 副所長 

 

交流会では、代表として中国側から３社、日本側９社が企業の製品や取り組みを紹介し

た。 

②中国側開会挨拶 

●泥衛東 藍天衆成環境保護工程有限公司 社長 ※開会挨拶として 

中国は経済が発展するにつれ、環境保護に厳格になった。その中には、EUの基準よりも

厳格なものもある。ゆえに、環境保護の大きな市場がある。今回、早稲田大学や AGC 

Studio などを見学させてもらい、環境保護の技術が自社の製品やサービスに生かされてい

ることを学ばせてもらった。 

 

③中国側企業代表挨拶 

●泥衛東 藍天衆成環境保護工程有限公司 社長 ※企業代表挨拶として 

中国建材グループ傘下で、工場原因の大気汚染対策、生活ごみ、汚泥、危険廃棄物など

固形汚染物対策を主な事業としている。具体的には、クライアント企業にソリューション

を提供すること、および関連業務の委託先になる形で業務を展開している。合わせて投資
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も行っている。また、国内では清華大学、海外ではアメリカやデンマークの企業との協業

実績がある。 

 

●翟浜 中国環境産業研究院 常務副院長 

中国における環境保護関連の政策策定や、諸外国との同分野での交流を担っている。中 

国において、環境保護分野は国家の８大戦略的産業に位置付けられており、我々の研究

結果では、３兆元の市場ニーズがある。日本は先進的な技術を持っているので、ぜひ市

場を盛り上げてほしい。 

 

●厳彩虹 浙江啓明星環保工程有限公司 社長 

汚水処理と固体廃棄物の処理において、多くのノウハウと知的財産権を持つ。江西省の 

工業団地で１日 10万トンの工業汚水を処理するプロジェクトなどを手掛け、過去に日本

企業との協業実績もある。今後はエネルギー分野で日本企業とさらに交流・協力を行い

たい。 
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