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中国における環境ビジネスの
可能性



中国における環境ビジネスの
可能性

♦中国経済
–過去27年に渡る急激な成長

–環境対策費用の増加

–安い労働力、巨大な資本、資源
およびエネルギー



中国における環境ビジネスの
可能性

♦中国ー急激な成長の裏には：

–経済成長のスピードに追いつけ
ない市民の生活

–成長スピードを止める環境問題



中国における環境ビジネスの
可能性

♦中国ー急激な成長の裏には：
–世界最大のSO2 の排出元

–世界第二位のエネルギー消費国

–世界第二位のCO2排出国

–世界最大の水の消費国

–世界最大の汚水排出国

–Source: China EPB



中国における環境ビジネスの
可能性

♦ 世界の工場 – 工業に関する問題

– 水と電力の不足
– 技術の未成熟

• 低い効率性
• 高い汚染度

– 汚染物質を多く排出する産業
• パルプ・製紙、電着塗装、繊維乾燥、化

学工場

– その他:
• 不法投棄・排出



♦ 中国における水資源の問題

– 供給不足

– 未整備な水の供給システム

– 汚染:

• 278 都市が排水処理設備を持たず*

• 深刻な不法投棄・排出の問題

– *出典: Hong Kong Sing Tao 08/22/2006 

中国における環境ビジネスの
可能性



♦ 不法投棄・排出の例

♦ ある繊維乾燥会社は、一日
あたり二万トンもの排水を、
隠した直径25ｃｍのパイプか
ら一年に渡り排出*

♦ 2003年からの不法投棄・排
出の推定

♦ 10百万トン以上*

♦ 罰金：10百万人民以上*

– *出典: http://www.aastocks.com

– 出典: Shenzhen News

中国における環境ビジネスの
可能性



中国における環境ビジネスの
可能性
♦ 中国のエネルギー問題:

– 世界第二位のエネルギー消費国1

– 消費量は2000-2005で倍増 1

– 2030年までに世界の16%のエネルギーを消費する

国になるとの予測2

– CO2排出予測: 

• 2025年までにアメリカを抜く 1

1. 出典: UK Minister of Trade, Investment and Foreign Affairs –
Sustainable Development and Climate Change:
The UK’s International Approach 

2. 出典: China EPB



中国における環境ビジネスの
可能性

♦ 中国のエネルギー問題:
– 石炭が主要なエネルギー資源

• 火力発電所のうち、脱硫装置を設置しているのは

わずか14%*

• 2005年のSO2 排出量: 2,549 百万 トン*

– 不十分な燃料供給

• 低質燃料

• 不法燃料

– * 出典: China EPB



中国における環境ビジネスの
可能性

♦その他の環境問題
–交通による汚染:

•環境に悪影響を与える燃料がもたらす大気汚染

•環境に悪いエンジン

–EURO II もしくはそれ以下のエンジンが主流

•不適切な廃棄がもたらす汚染:

–使用済潤滑油の燃焼もしくは放置（ダンピング）

–使用済タイヤの燃焼

–使用済バッテリーの放置（ダンピング）

–車両数: 
–2005年：25百万台*

–2030年までに125百万台*

–出典: UK Minister of Trade, Investment and Foreign Affairs – Sustainable Development and Climate Change: The 
UK’s International Approach 



環境保護環境保護環境保護環境保護にににに向向向向けたけたけたけた動動動動きききき

♦2008 年オリンピック

♦WTO

♦世界の工場

–燃料の需要/代替エネルギー

–産業廃棄物

♦排出権取引



♦ 第11次五ヵ年計画 (2006-2010)
– 環境対策投資: 

• 1兆3,750億 人民元 -> ~ 1,800 億米ドル

• GDPの 1.4-1.6% 

– 投資の配分

• 都市環境~ 6,600 億人民元(840億米ドル)

• 産業廃棄物処理 ~ 2,100億人民元 (260億米ドル)

• 生態保護 ~ 1,150億人民元(150億米ドル)

• 原子力保安及び放射線の安全保護~ 100億人民元 (10億米ドル)

• 環境モニタリング~ 300億人民元 (35億米ドル )

• その他~ 3,600人民元 (450億米ドル)

– 出典: International Finance News 6/28/2006

中国中国中国中国におけるにおけるにおけるにおける環境対策予算環境対策予算環境対策予算環境対策予算



♦ 第11次五ヵ年計画 (2006-2010)
– 主な投資分野：

• 汚染のモニタリングシステムの強化

• 危険廃棄物の適切な処理

• 都市排水の適切な処理

• 都市ごみの適切な処理

• 発電所から排出されるSO2の段階的な適切処理

中国中国中国中国におけるにおけるにおけるにおける環境対策予算環境対策予算環境対策予算環境対策予算



中国中国中国中国におけるにおけるにおけるにおける環境対策予算環境対策予算環境対策予算環境対策予算

• 汚泥処理施設
– (能力総計: 40百万トン)1

• 工業排水処理施設

• SO2及び煤塵処理施設
– (113 都市) 1

– 火力発電所における脱硫装置
• 約10億米ドル2

• 省レベルの危険廃棄物処理センター
– (31都市) 1

1. 出典: (Xinhua News Agency July 18, 2006) 
2. 出典: China Youth Daily 08/082006

♦第11次五ヵ年計画 (2006-2010)主な投資:



“ 三次産業三次産業三次産業三次産業をををを前方前方前方前方へへへへ、、、、
二次産業二次産業二次産業二次産業をををを後方後方後方後方へへへへ” 政策政策政策政策
♦第三次産業の発展のために、2010年までに
工業を営む企業を都心部から移動

♦2,600社以上の下記業種を含む重度な
汚染企業に廃業命令

♦鉄鋼、セメント、コークス、製紙、繊維
乾燥等

♦広州

♦151社を特定

♦武漢

♦製鉄所８ヶ所が移転命令

–* 出典: China EPB



南部の水を北へ
水路網の再構築 (南水北調)
♦ 水問題:

– 中国南部 – 洪水問題

– 北部中国 – 水不足

♦ 南から北へ“移動する” 水

♦ 運河整備/水路へ連結:
– Changjiang (長江)
– Huaihe (淮河)
– Huanghe (黃河)
– Haihe (海河)

♦ 投資: 640億米ドル



水路網の再構築



中国でのビジネス展開：
リスク及び課題



中国中国中国中国でのでのでのでのビジネスビジネスビジネスビジネス展開展開展開展開：：：：リスクリスクリスクリスク＆＆＆＆課題課題課題課題

♦日経BPによる調査:

– 日本の会社が直面しなければならない4つの
主な問題:

•代金回収代金回収代金回収代金回収

•投資投資投資投資ロケーションロケーションロケーションロケーション

•プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト承認承認承認承認

•人事人事人事人事



中国中国中国中国でのでのでのでのビジネスビジネスビジネスビジネス展開展開展開展開：：：：リスクリスクリスクリスク＆＆＆＆課題課題課題課題

♦文化の違い
♦言語の障壁

♦法律の違い
♦適切なアプローチ
♦知的財産権
♦税金



省・現地環境保護エージェント

適切適切適切適切なななな扉扉扉扉をををを見見見見つけるにはつけるにはつけるにはつけるには……

Level # of post

State 29 1,840

Province 323 9,610

City 1,939 39,545

County 7,621 98,098

Town 1,886 5,140

Subtotal 11,798 154,233



成功事例:

♦ 堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所
– 重慶重慶重慶重慶におけるにおけるにおけるにおける排出量排出量排出量排出量モニタリングモニタリングモニタリングモニタリング・・・・システムシステムシステムシステムのののの供給供給供給供給にににに2億円億円億円億円をををを受注受注受注受注

♦ 同和鉱業同和鉱業同和鉱業同和鉱業
– 蘇州蘇州蘇州蘇州にてにてにてにて固体廃棄物処理固体廃棄物処理固体廃棄物処理固体廃棄物処理のののの日中合弁日中合弁日中合弁日中合弁をををを実現実現実現実現

♦ 住友商事住友商事住友商事住友商事＆＆＆＆石川島播磨重工石川島播磨重工石川島播磨重工石川島播磨重工
– 上海発電所第一工程上海発電所第一工程上海発電所第一工程上海発電所第一工程のののの排排排排ガスガスガスガス脱硫脱硫脱硫脱硫システムシステムシステムシステムのののの供給供給供給供給にににに40億円億円億円億円をををを受注受注受注受注

♦ 三菱重工三菱重工三菱重工三菱重工
– 天津天津天津天津・・・・重慶重慶重慶重慶のののの発電所発電所発電所発電所のののの排気排気排気排気ガスガスガスガス脱硫脱硫脱硫脱硫システムシステムシステムシステムをををを供給供給供給供給

♦ 日経日経日経日経BOよりよりよりより



香港－中国への掛け橋



香港－中国への掛け橋

♦1997 中国返還

♦一国二制度 (文化)

♦西洋と東洋の交差点 (言語, 知的財産)

♦突出した金融センター (資金調達)

♦CEPA

♦17.5% 法人税



Dunwell社の経験



♦1993年年年年にににに廃油廃油廃油廃油リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル施設施設施設施設をををを買収買収買収買収しししし

♦同施設同施設同施設同施設がががが抱抱抱抱えていたえていたえていたえていた1000万万万万USドルドルドルドルのののの赤字赤字赤字赤字をををを1997年年年年までにまでにまでにまでに克服克服克服克服、、、、黒字転換黒字転換黒字転換黒字転換。。。。

♦化学廃棄物処理場化学廃棄物処理場化学廃棄物処理場化学廃棄物処理場とととと廃油廃油廃油廃油リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル施設施設施設施設

♦香港香港香港香港でででで出出出出されるされるされるされる廃油廃油廃油廃油のののの90％％％％をををを処理処理処理処理

♦環境環境環境環境にやさしいにやさしいにやさしいにやさしい潤滑油潤滑油潤滑油潤滑油のののの調合調合調合調合ととととマーケティングマーケティングマーケティングマーケティング

Dunwell社の経験



♦廃水処理廃水処理廃水処理廃水処理システムシステムシステムシステムのののの設計設計設計設計、、、、建設建設建設建設、、、、導入導入導入導入

♦主要顧客主要顧客主要顧客主要顧客：：：：香港行政区政府香港行政区政府香港行政区政府香港行政区政府、、、、空港空港空港空港、、、、BMW、、、、Esso、、、、
Shell、、、、Garden Bakery、、、、 KWP Quarry等等等等



中国本土中国本土中国本土中国本土からもからもからもからも多数多数多数多数のののの政府政府政府政府････民間視察民間視察民間視察民間視察
団団団団がががが施設施設施設施設をををを訪問訪問訪問訪問

国家環境保護局の視察団
2003年12月12日「全国廃油処理技術」調査の一環と
して、Dunwell社のVMAT廃油リサイクル技術を視察。

江蘇省の技術訪問団
2004年6月9日

広東省経済貿易委員会の視察団
2005年9月15日



日本の環境省の視察

2002年1月14日

イギリスUK Midland Oil Refinery社訪
問 2006年6月2日

Fuels & Lube Asia Expert 視察団 2006年3月4日

アメリカ商務部 環境技術貿易視察団

2004年10月26日

世界各国世界各国世界各国世界各国からのからのからのからの視察団視察団視察団視察団

丸紅 平井様ご来訪 2006年4月13日



環境関連最新技術環境関連最新技術環境関連最新技術環境関連最新技術プレゼンプレゼンプレゼンプレゼン



中国マーケットについて海外企業家に対し
情報・意見提供

2006年7月 – イスラエル企業とのビデオ・コンファレンス

2006年5月 –コペンハーゲンにてデンマーク企

業家に対するスピーチ

2006年5月 –ストックホルムにてスウェーデン企業家に対するプレゼンテーション



知的財産知的財産知的財産知的財産のののの保護保護保護保護

♦VSEP（（（（振動膜式分離装振動膜式分離装振動膜式分離装振動膜式分離装
置置置置）－）－）－）－米国米国米国米国でででで特許取得特許取得特許取得特許取得
（（（（1990年年年年））））

♦最高最高最高最高ののののパフォーマンスパフォーマンスパフォーマンスパフォーマンス

♦製造委託製造委託製造委託製造委託ののののメリットメリットメリットメリット

♦著作権侵害著作権侵害著作権侵害著作権侵害にににに対対対対するするするする危惧危惧危惧危惧



1. Dunwell社との合弁

2. 製造工程の戦略的分離：

♦ 知的財産、ノウハウなど主要構成要素
→香港

♦ 通常のフレーム構築、機械加工、組立→
中国本土

♦ 最終組立および検査→香港

知的財産知的財産知的財産知的財産をををを保護保護保護保護するにはするにはするにはするには．．．．．．．．．．．．



共同適用業務開発共同適用業務開発共同適用業務開発共同適用業務開発 : 

振動膜振動膜振動膜振動膜によるによるによるによる廃油処理廃油処理廃油処理廃油処理

•世界初世界初世界初世界初のののの産業用産業用産業用産業用システムシステムシステムシステム

•低温低温低温低温、、、、低圧低圧低圧低圧、、、、低低低低コストコストコストコスト

•世界世界世界世界マーケットマーケットマーケットマーケット



モーター廃油 ==> 上質油

US$250/MT ==> US$500/MT



功績:
♦香港工業賞：総合大賞-機

械・整備設計部門
– 全香港から300以上の応募



功績:
♦ IChemE 2006 大賞

– BP, Shell 等と競争



日本日本日本日本のののの環境技術環境技術環境技術環境技術をををを中国中国中国中国へへへへ：：：：

埋立排出物埋立排出物埋立排出物埋立排出物アプリケーションアプリケーションアプリケーションアプリケーション

MBR システムシステムシステムシステム-日本日本日本日本のののの薄膜技術薄膜技術薄膜技術薄膜技術



香港香港香港香港
-そのそのそのその他他他他ののののビジネスビジネスビジネスビジネス・・・・チャンスチャンスチャンスチャンス-



経済緊密化協定

♦ゼロ関税
♦環境・ろ過技術
♦更に……………

CEPA



Action Blue Sky
♦ 香港香港香港香港のののの空気品質空気品質空気品質空気品質をををを改善改善改善改善するするするする政府政府政府政府のののの決定決定決定決定をををを強化強化強化強化するためするためするためするため、、、、2006年年年年7
月月月月25日日日日にににに正式的正式的正式的正式的にににに実施実施実施実施。。。。

♦ 以下以下以下以下をををを促進促進促進促進

– 電気使用量電気使用量電気使用量電気使用量のののの削減削減削減削減

– 自動車排気量削減自動車排気量削減自動車排気量削減自動車排気量削減

– VOC 排出量削減排出量削減排出量削減排出量削減



香港香港香港香港におけるにおけるにおけるにおける汚染者汚染者汚染者汚染者へのへのへのへの罰金罰金罰金罰金
♦ 建設廃材処理建設廃材処理建設廃材処理建設廃材処理にににに関関関関するするするする課金制度課金制度課金制度課金制度がががが2005年度年度年度年度

からからからから施行施行施行施行

♦ 廃廃廃廃タイヤタイヤタイヤタイヤ処理処理処理処理にににに関関関関するするするする課金制度課金制度課金制度課金制度のののの検討開始検討開始検討開始検討開始



リサイクルパークリサイクルパークリサイクルパークリサイクルパーク 屯門地区屯門地区屯門地区屯門地区38

♦第一工程は2006
年12月に完成

♦実現可能な環
境･リサイクル技術
のモデル





プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト開始開始開始開始（（（（2005年年年年3月月月月11日日日日））））
来賓来賓来賓来賓：：：：香港特別行政区政府香港特別行政区政府香港特別行政区政府香港特別行政区政府 環境運輸公務局局長環境運輸公務局局長環境運輸公務局局長環境運輸公務局局長 サラサラサラサラ・・・・リャオリャオリャオリャオ博士博士博士博士



そのそのそのその潜在性潜在性潜在性潜在性とはとはとはとは？？？？
広東省広東省広東省広東省 （（（（2005年年年年））））

♦中国中国中国中国でででで最最最最もももも大大大大きいきいきいきい省経済省経済省経済省経済

♦GDP：：：： 2,648億億億億USドルドルドルドル

�シンガポールシンガポールシンガポールシンガポールとととと香港香港香港香港をををを抜抜抜抜くくくく

�2010年年年年のののの予測予測予測予測GDP：：：：4,140億億億億USドルドルドルドル

♦年間経済成長率年間経済成長率年間経済成長率年間経済成長率：：：：13.4％％％％ (1978年以来年以来年以来年以来)

♦輸出量輸出量輸出量輸出量：：：： 中国全体中国全体中国全体中国全体のののの38%



そのそのそのその潜在性潜在性潜在性潜在性とはとはとはとは？？？？



中国本土中国本土中国本土中国本土とのとのとのとの協力協力協力協力
広東省環境保護局との会談（2005年3月31日）



1-1-1 申請申請申請申請:
申請件数合計申請件数合計申請件数合計申請件数合計: 115

• 製造部門製造部門製造部門製造部門 : 105

• 貿易貿易貿易貿易・・・・サービスサービスサービスサービス部門部門部門部門 : 10

その他多数



プログラムプログラムプログラムプログラムにににに対対対対するするするする申請件数申請件数申請件数申請件数 :

受理受理受理受理されたされたされたされたプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト件数件数件数件数: 237

1. 省省省省エネエネエネエネ事業事業事業事業 52

2. 水管理水管理水管理水管理 25

3. 排水削減排水削減排水削減排水削減・・・・処理処理処理処理 26

4. 資源資源資源資源リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル 24

5. 排排排排ガスガスガスガス削減削減削減削減 28

6. 騒音軽減騒音軽減騒音軽減騒音軽減 19

7. 環境管理環境管理環境管理環境管理 62

8. 其他其他其他其他 1



The Choice is OURS??



中国中国中国中国とととと香港香港香港香港のののの架架架架けけけけ橋橋橋橋としてごとしてごとしてごとしてご協力協力協力協力できるできるできるできる日日日日
をををを楽楽楽楽しみにしていますしみにしていますしみにしていますしみにしています！！！！



Thank  You!!

www.dunwellgroup.com


