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１.「第２回しが水環境ビジネスセミナー」概要

1-1 概要

今年３月のフォーラム発足を迎えるにあたって、水環境ビジネスに関わる情報提供や関心を高め

るとともに、関係各社の交流促進を図る目的で開催した。

セミナーでは、世界的な水ビジネスの最新動向や先進事例などの紹介に加えて、水環境ビジネス

を展開する参加企業の交流促進に向けた交流会を開催した。

【第２回しが水環境ビジネスセミナー】概要

日 時 平成２５年１月２８日（月） １４：００～１８：１５

場 所 コラボしが２１ 大会議室（大津市打出浜 2-1）

参加者数
セミナー ９３名

ワンコイン交流会 ３８名 ※いずれも、講演者および事務局を除く

主 催 滋賀県商工観光労働部商工政策課

【当日の様子】
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1-2 構成

講演・説明 14：00～15：30

◇ 主催者あいさつ

滋賀県 商工観光労働部 部長 堺井拡

◇ 基調講演「中国の水環境と水ビジネスの動向」

株式会社チャイナ・ウォーター・リサーチ 代表 内藤康行氏

休 憩

セミナー 第２部 14：55～16：50

◇ 講演「当社の排水プロセスと海外展開について」

株式会社アオヤマエコシステム 代表取締役社長 青山章氏

◇ 事業紹介「環境・エネルギー分野の海外展開支援」

(独)日本貿易振興機構【JETRO】大阪本部 事業推進課 課長代理 余田知弘氏

◇ 解説「滋賀県の下水道事業における課題と水ビジネス」

滋賀県 商工観光労働部商工政策課 課長 廣脇正機

ワンコイン交換会 16：45～17：15
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２．「しが水環境ビジネス現地見学会」講演内容

2-1 講演「中国の最新水環境と水ビジネス」

㈱チャイナ・ウォーター・リサーチ 代表 内藤康行氏

水ビジネスを取り巻く現状

ただいまご紹介預かりました、チャイナ・ウォーター・リサー

チの内藤と申します。宜しくお願いします。

今日は「中国の最新水環境と水ビジネス」というテーマで 80

分ほどの時間をいただいてお話させていただこうと思っています。

皆様も中国の水のことはよくご存知だと思いますが、今日は「水

環境」という大きな枠組みを、１つ１つ紐を解いていくようにお

話ししたいと思います。

内藤康行

中国の水環境の現状【スライドｐ.2～ｐ.6】

中国の水環境は、水が沢山あっても使い勝手が悪く、中国全体でみると水資源は非常に枯渇して

いる。実際、１人当たりの平均水資源が 2100 ㎥と世界１人平均の 28％程度に止まっており、中国

の 2/3 のまちが水不足に悩んでいると言われる。一方、一部の地域では過度の水資源開発や水の枯

渇によって、生態系のバランスを崩し、様々な環境問題を起こしていると言われる。

このような重大な水危機に対応するため、2012 年初頭に、中国の国務院が「厳格な水資源管理制

度実行に関する意見」を国民に提示した。この中で、用水の総量と用水の効率のアンバランスさを

コントロールしていくことと、水価格（上下水道の料金）の改革を継続実施していくことを謳った。

中国全体の水環境の現状として、まず、中国の淡水の水環境について説明する。

スライドｐ.4 の上のグラフは、中国における「7 大河川」（長江、黄河、珠江、松花江、淮河、海

河、遼河）と、浙江省および福建省にある河川、西南地域の河川、内陸河川の 10 の河川類における

水質について、３つの水質レベルに分類して整理したものである。

３つの分類は、「Ⅰ～Ⅲ類」（Ⅰ類：処理しなくても飲料水として充分使用可能／Ⅲ類：一定の処

理をすれば飲料水として適用可能）、「Ⅳ～Ⅴ類」（かなり処理をしないと使用するのは難しく、飲料

水には向かない）、「劣Ⅴ類」（処理をしても使用できない）であり、個人的に「劣Ⅴ類」については、

地球上にあってはならないレベルの水質であると考えている。

このグラフをみると、どの河川にも「劣Ⅴ類」があり、特に海河は全体の 38.1％を占めていて、

使用できる水質レベルではない水が多いことが分かるだろう。また、昔は「長江の水は非常に汚い」

と言われていたが、最近は改善され、「劣Ⅴ類」が少ない一方で「Ⅰ～Ⅲ類」の水が増えてきている。

また、スライドｐ.4 の下の表は、湖沼の環境について、「三大湖沼」（太湖、テン池、巣湖）、「大

型の淡水湖」（人工的に作られた湖沼も含む）、「都市内湖沼」、「大型ダム」というグループ分けで、

Ⅰ～Ⅴ類、劣Ⅴ類と、類型ごとに湖沼の数を整理したものである。

こちらをみると、「大型ダム」はⅠ～Ⅲ類を保っているものの、「三大湖沼」はⅣ類、Ⅴ類、劣Ⅴ

類が１つずつと非常に劣悪であり、また、「大型の淡水湖」もⅢ類は１つだけでⅣ類、Ⅴ類、劣Ⅴ類

とあまり好ましい水質を保っていない。また、湖沼全体では、「Ⅰ～Ⅲ類」が 42.3％、「Ⅳ・Ⅴ類」

が 50％、「劣Ⅴ類」が 7.7％という割合になっている。
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中国における飲料水は漂流水と地下水に依存しているが、スライドｐ.5 の上のグラフのように、

地下水は全体から見ると「大体良好」もしくは「比較的良好」が大半を占めていると思っていただ

いてよいだろう。ただし、個人的には、現場を見ている限りでは、「比較的不良」や「極めて不良」

がもう少し多いのかもしれない、という印象を受けている。

スライドｐ.5 の下の表は、全国の廃水で検出された汚染物質排水量として、ＣＯＤ（化学的酸素

要求量）とアンモニア性窒素について、工業源、生活源、農村源、集中源（汚水処理場）の４分類で

示したものである。

こちらを見ると、ＣＯＤ（主にクロム）では総排水量 2499.9 万 t で、中でも農業源、すなわち農

業関係の排水が大きい。また、アンモニア性窒素では総排水量 260.4 万 t で、中では工業源が一番

大きい。また、排出総量について、ＣＯＤは前年比 2.04％減、アンモニア性窒素も前年比 1.52％減

となっており、今年から 2015 年にかけてさらに 5％くらい削減することを打ち出している。

スライドｐ.6 のグラフは、2011 年上半期の 7 大河川の環境汚染についての実態である。目安とし

て、「高マンガン酸カリウム」と「アンモニア性窒素」の基準値の数字を横軸で示しているが、これ

を見ると、長江、珠江以外はラインをオーバーしており、非常に深刻な環境汚染問題があることが

理解できるだろう。

重点流域における主要プロジェクトなど【スライドｐ.7～ｐ.8】

長江、淮河、海河、テン池、人工的な産業ダムとその上流流域、松花江、遼河においては、国が

環境保護プロジェクトを進めている。プロジェクトは、「河川・湖沼の総合整備」「生態保護、修復」

「飲料水の水源地の安全保障工程」「工業排水の汚染源のクリーン生産工程」「農業源汚染防止・整

備プロジェクト」「区域の水環境総合整備プロジェクト」「城鎮（都市とその周辺の農村部）の汚水、

ゴミ処理関連の施設建設プロジェクト」「環境能力構築プロジェクト」として類型化したうえで、具

体的なプロジェクトを整理している。

また、スライドｐ.8 のグラフは、重点流域における環境整備のプロジェクト数を投資額（億元単

位）で整理したものである。これを見ると、淮河はプロジェクト数が多いものの、１つの案件の投

資額が非常に小額であり、一方、テン池はプロジェクト数が少ないものの投資額がグラフの中では

最高額となっており、１つの案件の投資額が大きいことが理解できるだろう。

現地で撮影した写真よりみる、中国の水環境【スライドｐ.9】

私は、1 ヶ月の半分くらいは中国で活動しており、行った場所の水環境が確認できるよう、でき

るだけ写真を撮るようにしている。

例えば、スライドｐ.9 の左上の泥水のような写真は農村部で蛇口をひねって出てきた水である。

この水を、現地の人は自分なりにろ過して飲料用にしたり食事に使ったりしているが、とても飲め

るような代物ではない。

上の真ん中の写真は山西省で撮ったもので、水がほとんどない井戸をさらに掘っている。

左下の写真は、湖南省の長沙付近で撮ったもので、河川流域にある工業団地から出る重金属で真

っ赤に変色している。その中でお子さんが泳ぐこともあるので、非常に不衛生である。

上の右側の写真は、ゴミを近くの河川に不法投棄された様子を撮ったものである。不法投棄をし

た人たち自身は、不法投棄しているという自覚がないのかもしれない。

一方、都市部では、右下の３枚の写真のように、下水管の管材や整備状態がよくないために、爆

発して地盤沈下が起こったり、管網に亀裂が出て壊れてしまったために道路に突然穴が開いて車が

ひっくりかえっていたりするという事態が起きている。

私が撮った写真の一部紹介させていただいたが、日常的に中国のいろんなところで起きていると

いうのが実態ではないかとみている。
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水環境保全政策【スライドｐ.10～ｐ.12】

中国では水環境保護政策を昔から打ち出しているが、最近 1～2 年は政府が注力している。

内容としては、まずは、最大の汚染物質であるＣＯＤとアンモニア性窒素の排出量削減があげら

れる。具体的には、工業水汚染物質の削減、都市とその周辺の農村部の汚水処理のレベルアップ、

養殖・養豚・牧牛から排出される汚染汚泥の削減、重金属汚染量の規制などがある。

次に、プロジェクトによって、建物が建設され、設備導入したとても、その動脈・静脈となる管

網の整備が不十分になると、ちゃんとしたカスタマーサービスもできないので、管網整備について

本腰を入れようとしている。現在、2015 年までに 16 万キロの管網整備を進め、これによって汚水

処理施設負荷率をこれまでの平均 62％から 80％以上にアップさせることを目標としている。

次に、中国で生活排水処理施設から排出された汚泥は、毎日 12 万 t 程度、年間で 3600 万 t 程度

と言われているが、今までは大半が埋め立て処理されていたものを、無害化処理へと移行し、なお

かつ汚水処理施設から出てきた水を再生水利用し循環していこうとしている。これによって、都市

部における汚水処理率を 85％までアップさせることを目標としている。

次に、最近、飲料水の水源の汚染が深刻な問題になってきているため、飲料水水源保護区制度を

厳格化し、管理していこうという流れがある。

次に、先ほどお話しした重点流域の汚染防止・整備活動を継続して推進していく流れがある。

次に、海域でも汚染が厳しくなってきているため、陸と海を統合的に環境として保護していこう

という流れもある。

そして、地下水についても、汚染が進んでいたり、汲み上げ過ぎて地盤沈下が各地で発生したり

しているので、取水した水をかん養や再利用で有効活用し汚染防止を図るという流れがある。

これらの政策のうち、飲料水については、地方政府としても非常に重要なアイテムとして、投資

額を程度計算されてきている。護岸工事やソフトの分など、あらゆるプロジェクトで投資する額は

584 億元、これに 14.4 かけていただくと日本円になるが、8410 億円となる。ただし、この投資額は、

一体誰が準備し、どこに支払うのかという流れは見えていないというのが現状である。

また、地下水汚染防止・整備プロジェクトの投資額としては、プロジェクトが 6 つあり、トータ

ルで 346 億元が計上されている。このうち、最も大きいのは、地下水の飲料水水源の汚染防止に関

するプロジェクトで、これだけで 200 億元ほど計上されている。こちらも、飲料水の投資事業と同

様に、費用を誰が負担してどういう流れで支払っていくかは見えていない。

中国における水道事業の発展の方向【スライドｐ.13～ｐ.15】

中国の水道事業は、13 年くらい前から水ビジネスとして日本より先行して始まっている。

政府が提示した「全国城鎮給水施設改造と建設“十二五”計画及び 2020 年長期目標」では、2010

～2015 年で、中国の水ビジネスが工業生産額 644 億円の大型環境ビジネス業を創出し、さらに、2020

～2030 年で、工業生産額が 260～644 億円の地域性の総合環境サービス業を創出するという数値目

標が示されている。これは、今までは中国での水ビジネスは設備・技術の導入が主流であったが、

これからは環境サービスとして大きく脱皮していこうという意思表示であると考えられる。

こうした中、今まで水ビジネスをやっていた企業は、大きな企業が小さな企業をＭ＆Ａする、再

編成するという形で、集団化やグループ化により激変することが想定される。

いま、中国で水ビジネスを取り組む企業は国営企業で大手 10 社くらい、残りの中小企業は各地で

沢山出てきてはいつの間にかなくなるという状況にある。また、今までは、各地方の水利投資、市

原水、市給水、市水道水、市の水処理施設などがそれぞれ会社に分かれていたが、企業として一体

化し、大きなグループ化していくものと思われる。
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また、今までは、中国での水ビジネスはものづくり、すなわち生産経営型であったが、今後は投

資や産管理型の集団企業へとモデルチェンジをすると言われている。その結果、水ビジネスがサプ

ライチェーン形成により産業強化され、弱小企業が淘汰あるいは再編吸収されていくという流れに

なるものと思われる。

中国の水道事業の現状と今後【スライドｐ.16】

現在、中国に 4000 余りの浄水施設があり、大体人口 4 億人の県レベル以上の住民に対して日量

6000 万 t の水を供給している。

2007 年には、中国の国家衛生部が「新国家水質基準要求」で飲料水の水質基準を改訂し、去年そ

の法律が強制執行された。この基準はヨーロッパよりも厳しい水質基準を要求しているため、全国

の水道企業が生産プロセス、管理、保守点検の調整義務を課せられ、各水道事業者が苦労している。

中国では、今でも多くの浄水施設は旧来型の水処理を使っており、その中で水質基準をクリアす

るのは難しい。そのため、技術改造や設備の更新が必須となっているが、北京や上海、広州の大き

な水道事業者を除き、例えば内陸の中小企業の水道事業体はこの水質基準をクリアするための検査

機器や設備の導入は難しいというのが現状である。

これからの設備導入の需要としては、日本円で約 5.3 兆円の需要があると見込まれている。この

中でも、最もボリュームの大きいのが水道管路の関係で、新設では 2.4 兆円、改造では 1.07 兆円が、

それぞれ見込まれている。これは、中国の水道管は非常に古いものが多く、200 年前から使用して

いる陶器製のものや鉄柱管など、飲料水としては向かない管材を使っているため、これらを改造す

るか、新設しなければいけないということが分かってきたためである。

ちなみに、今の中国では、現地の人も淡給水の水質に不信感を持っていて、水道の蛇口をひねっ

て直飲することはない。今後、浄水場施設が改造あるいは新設され、水道管もちゃんと整備される

ようになれば、蛇口からの水が直飲できる時代も来るのかもしれないが、私個人の予想としては、

おそらく中国で蛇口から直で飲めるようになるまで、100 年くらいかかるのではないかとみている。

このような状況下において、今後、中国では給水産業は大きな投資需要が見込まれることが理解

できるだろう。ただし、資本はどこから出てどこへ流れるのかがまだまだ見えないという大きな課

題があり、これを解決しない限り、5.3 兆円の巨額な資金を使うのは難しいように感じている。

中国の水道事業改革の問題【スライドｐ.17～ｐ.20】

次に、現在、中国で進めている水道事業の改革における課題をいくつか述べる。

まず、中国の水は都市部、農村部のいずれでも、世界で一番安い水道料金を設定していることが

あげられる。これを大幅に上げていこうと各地で運動が進んでいるものの、住民の反対も含めてな

かなか水道料金が上がらないことが現実としてある。

水道料金の可処分所得は、中国 40 の都市で平均 0.5％、雲南省の昆明市で 1％を超える例がでて

きたぐらいで、世界の平均 2～3％とはまだまだ大きな差がある。また、去年 11 月の全国 36 の重点

都市の飲料水の平均価格が約 1 元（12 円程度、汚水処理費含まず）、汚水処理費は概ね 0.8 元と安

価になっている。

この費用を見ると、事業体はほとんど赤字で、どこかから補充金を確保しない限りとても賄える

ような料金設定になっていないことが理解できるだろう。実際、全国の水道事業者の 7 割が赤字で、

上場企業である国営企業も収益は非常に低いというのが現状である。

次に、先ほど説明した新しい水質衛生基準が、民間の中で法的な権利、遵守意識が非常に欠如し

ていることがあげられる。
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法律が施工されてから 4～5 ヶ月経つが、新しい基準を達成していなくても誰かが訴えるわけでも

なく、管理意識はほとんどないというのが現状である。

その一方で、法律を遵守するとコスト高になることを心配する声も多い。実際、新基準の検査項

目は以前の 36 項目から 106 項目へと大幅に増えていて、項目ごとに約 2 万元（26 万円）がかかる

ため、中堅以下の浄水施設や管理企業にとっては実施するのは難しい。そのため、法律では 2015

年までに達成するよう定められているが、2020 年でも達成できるかどうかを疑問視する声も多い。

こうした中、今後、検査機器は自分で購入するのではなく、リースすることでコスト削減する動

きが出てくるものと思われる。これは、日本のリース会社やメーカーなどが参入するチャンスがあ

るようにも印象を受け。ただし、単独ではなく、中国企業とのタイアップが必要であろう。

そして、水道事業改革が進まないことが、課題としてあげられる。

水道料金アップが進まないために施設の投資抑制につながっている、浄水場施設の多くが赤字経

営になっている、稼動中の汚水処理施設の 1/4 が経営困難に陥っている。これらを全部合わせると、

原因は「水道料金が安い」ことにつきると思われる。

さらに、水道料金は、なかなか払ってくれないお客さん、ユーザーもあり、これも非常に大きな

足かせになっているものと思われる。そこに、新しい国の方針としては施設改造や申請、維持管理

などが課されるようになり、これらに付随した費用もかさむようになる。これら費用の捻出には、

後ろ盾のある大きな国営企業が参画し、長期的に取り組むことが重要になってくるものと思われる

が、なかなか難しいというのが実態である。

スライドｐ.20 は、「各省（市、区）第十二次 5 ヵ年計画浄水施設改造と建設任務」という資料で、

実は本邦初である。これは、第十二次 5 ヵ年計画において、28 の市・区における浄水施設改造規模、

管網の更新とか改造延長距離、新設の汚水処理施設規模、新設の管網延長距離を示したものである。

これを見ると、広東省での需要が多いのが分かる。また、どこに力点を置いて、メーカーや企業

がどこを攻めたらいいかという１つの目安になるものと思われる。

汚水処理分野【スライドｐ.22～ｐ.25】

第十二次 5 ヵ年計画では、2010 から 2015 年の間で、汚水処理率を 77.5％から 85％まで引き上げ

ることを目標としており、その内訳として、36 の重点都市は 100％、地方都市は 85％、県級の都市

は 70％としている。また、汚泥の無害化処分を、主要都市において 2010 年は 25％に止まるものを、

2015 年には 70％、中でも 36 の重点都市については 80％を目標としている。そして、再生水利用率

は、2010 から 2015 年の間で 10％から 15％まで引き上げることを目標としている。

また、新設する汚水処理施設にかかる運営管理として、排水・汚水のモニタリングステーション

や汚水処理施設のモニタリングステーションの構築も定められている。

また、第十二次 5 ヵ年計画における汚水処理の施設建設計画数の地域分布を見ると、華東、華中、

華南が全体の半分以上を占めており、多くなっている。

再生水分野【スライドｐ.26～ｐ.30】

現在、中国の再生水利用率は 15％に止まるが、世界の先進国の再生水利用率は 70％以上、日本で

80％以上を誇っている。そのため、中国も５年間で 10％アップしていくことを目指している。

スライドｐ.28 のように、再生水の市場を地図で見ると、渇水している地域に形成されている。

例えば、北京では地下水がほとんどないために表流水が少なく、再生利用のニーズが非常に多い。

今までは、再生水の生成コストが高かったため、なかなか取組が進まなかったが、最近は国や中

央政府が再生水生成に対する補助金制度も設置するようになり、取組が進みつつある。
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また、生活排水の再生コストが、膜を採用するようになってかコストが抑えられるようになり、

１ｔ当たり 1 元（14 円）程度と、非常に競争力を持つコストになってきた。

スライドｐ.30 は、2010 年の再生水プロジェクトの取組件数の地域割合をまとめたグラフである。

これを見ると、華北省と華東省、中西部の省での投資が多いことが理解できるだろう。

汚泥処理分野【スライドｐ.31～ｐ.33】

中国では、汚泥が毎日約 10 万 t、年間 3600 万 t が発生している。

今は埋め立て場がほとんど飽和状態で、この汚泥をどう処理していくか、また、処理費用はどこ

から捻出するのかという、非常に悩ましい問題となっている。また、最近では、埋め立ての汚泥が

地下水に入りこみ二次汚染を起こすこともあったため、埋め立てるだけの処理では、北京周辺は 10

年もしないうちに汚泥の山になるかもしれないので、何としても処分しないといけない、と言われ

ることもあり、今後は本腰を入れて取り組みそうだという印象を受けている。

また、中国における汚泥処理のトレンドは無害化で、焼却や資源化はまだ先の話になる印象を受

けている。省や特別区別にみる汚泥処理投資のランキングは、江蘇省、広東省、華北省、浙江省、

華南省、北京市、湖南省、上海市、黒龍江省、四川市の順で、この中でも江蘇省は圧倒的に多い。

中国では、汚水処理場はほとんど民営化されているが、乾燥率 80％にした汚泥を行政の処分場ま

で運ぶところまでが民間の業務範囲となっている。しかし、行政がその汚泥をどうやって処分する

かが大きな問題であるため、事業化するよう、民間企業も含めて取り組もうとする動きがある。

水処理技術のニーズ【スライドｐ.34～ｐ.37】

中国の水処理技術のニーズとして、膜処理技術がまずあげられる。これは、汚水の資源化、高濃

度の有機廃水処理、ゴミの浸出水処理、海水淡水化等を用途として、高性能な膜材料・モジュール、

低コスト化と膜通水量アップ、材料寿命の延長と耐性向上というテーマで研究が進められている。

汚泥の生物法による削減技術もあげられる。これは、中小都市汚水処理施設での汚泥削減量を

80％にするために技術応用することが狙いで、適応条件や汚水処理のシステム設計、泥質の調整、

超音波分解等の脱水技術を研究しながら、海外の技術を導入して開発を進めていくようである。

また、港湾、河川、湖沼、ダムなどの水環境の生態修復技術の開発も進めている。

さらに、重点産業の汚染処理技術として、製紙工業におけるわら紙の生産ラインの中段排水と古

紙のパルプ廃水処理、コークス化工業の高アンモニア性窒素難分解性有機化工廃水処理、有機合成

工業の高塩度・強酸度の難分解性の有機化工廃水処理、ゴミの浸出水処理技術、非常に水を大量に

使うユーザーの排出水の再利用及びゼロ排出技術などがあげられている。

そして、地下水汚染の修復技術も注目されており、修復設備の開発や、それに使われる薬品やモ

ニタリング計器の使用、石油ナフサ・有機塩溶剤・重金属・硝酸塩といった主要汚染物の除去方法、

地下水中の汚染物質のモニタリングなどが、具体的な技術開発ニーズとしてあげられる。

これらの技術を開発されることで、水ビジネスの発展に向けて国の戦略がモデルチェンジしつつ

ある。例えば、汚水処理では、施設建設は小都市や農村部に拡大し、汚水処理施設の中・小型化、

分散型化へと変わりつつある。また、重金属・石化・製薬・農薬などの塩分の高いものや、ＣＯＤ、

アンモニア性窒素、成分の複雑性、水質の変化など、水処理の指標、基準が中国で非常に高くなり、

それに合うような技術開発が求められるようになるものと思われる。

工業廃水分野【スライドｐ.38～ｐ.44】

工業廃水は、企業対企業（B to B）のビジネスであり、生活排水や飲料水のような行政対企業（G
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to B）のビジネスよりも取り組みやすく、個人的にも非常に興味のある分野である。また、2012 年

に公布された「省エネ・排出削減“十二五”計画」でも、非常に重要な分野であると、明確にポジ

ションづけされている。

中国における工業排水として最も排水量が多いのは製紙業で 18.6％、次いで、化学原料・化学製

品（14.6％）、紡績業（11.5％）となっている。また、製紙、紡績業の中でもプリント加工、食品加

工は排水量が多いため、有望分野として処理事業に取り組むようアプローチしている企業が多いよ

うだ。また、こういった分野がちゃんと処理できるようになるには、投資額として 1200 億元くらい

の事業が創出されると言われている。

また、第十二次 5 ヵ年計画では、工業汚染の整備をするための資金ニーズとして、概ね 4000 億元

（5 兆 2000 億）あると言われており、このうち、工業廃水処理は概ね 1250 億元（2 兆）であると示

されている。この数字から、工業廃水処理が重要視されているという裏づけになるものと思われる。

中国における工業廃水処理の情況としては、世界では最も多く工業排水処理設備を生産し、また、

工業廃水の処理プラント生産能力や品質も先進国のレベルにかなり近づいている。すなわち、工業

廃水の処理施設の設備は、中国国内で全て対応できるものとみなしてよいだろう。

実際、工業廃水処理設備製造業の年間の生産額は、約 100 億元（1400 億円）で、工業廃水の処理

設備メーカーはまだ 200 社あるといわれている。ただし、個人的な印象では、おそらく 300～400

社は中国国内にあるように思われる。ちなみに、全世界では 8100 社くらいあると言われている。

現在、中国では工業廃水処理では 10 大課題があると考えられる。

具体的には、まずは技術的な課題から市場の課題、管理問題、マクロ環境問題を含めて、工業廃

水の１つ１つの技術が非常に複雑で、処理プロセスを選ぶのが大変であることがあげられる。また、

プロセスを選択せず資金投入すると資金不足となり不十分な処理ができなくなる。そして、工業廃

水は成分が複雑であるためプロセスを検討するのが難しい。

また、中国が現在持っている工業廃水の技術はレベルに限界があり、現状では処理は不可能であ

ることがあげられる。特に、漢方薬や西洋医薬品などの製薬会社や、調味料の廃水処理は非常に難

しく、中国の持っている技術では処理はできない。

さらに、中国は水処理に関わる企業は沢山あるものの、ユーザーはどのメーカーを選んでいいの

かが選択しづらく、入札をかけると技術もないのに安値受注をしてしまうなど悪性な競争激化が進

み、市場が混乱している状況にあることがあげられる。

そして、行政側の管理体制が不十分であることがあげられる。実際、ユーザーが出してくる廃水

を検査せず、垂れ流しになっているというのが非常に問題になってきているようだ。

その他では、工業パークの廃水処理問題、企業が廃水処理に資金を投入することに消極的である

こと、工業廃水処理のプロジェクトは生活排水処理に比べると規模が小さく積極的に対応する処理

メーカーが少ない、ビジネスモデルとしての問題などがあげられている。

海水淡水化分野【スライドｐ.45～ｐ.52】

海水淡水化は、中国で最近注目されている。中国では、海水淡水化は 80 年くらいの歴史があり、

研究は進んできたが、最近、陸上の水だけでは確保するには限度があるため、より海水淡水化に目

を向け始めるようになったという印象を受ける。

海水淡水化装置のプロジェクトだけで、今後 10 年間で 140 億元くらいの市場として創出すると言

われており、中国国名では「海水淡水化発展の黄金の 10 年」とも言われている。また、私個人の試

算としては、投資規模は 140 億元ではなく 200 億元くらいになるのではないかと見ている。

海水淡水化の技術としては、昔はＭＥＤ法（熱法）のみを実施していたが、最近はＲＯ膜法とい
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う技術が出てきた。また、ＲＯ膜のエンジニアリングコストと運転コストが下がる傾向にあり、省

エネなどの優位性も相まって、今後は主役になるものと思われる。

2015 年までに、海水淡水化の能力を 220～260 万 t／日までアップさせるという計画があるが、現

状が 60 万 t／日であり、一挙に 4～5 倍にするのは難しいというのが個人的な見解である。現在、

全国で 20 の海水淡水化のプロジェクトもしくはモデルシティーがあり、5～10 万 t／日クラスの 2

基を国家級の海水淡水化重大プロジェクトとして取り組んでいるのをはじめ、1万t／日級を20基、

濃縮水の総合利用プロジェクトを 5 基、それぞれ建設して、計画実現に向けて進めている。

また、海水淡水化を進める上での達成目標、審査指標として、①6 プロジェクト以上において海

水淡水化のコア技術について新たな知財を確立させることと、②6 プロジェクト以上において海水

淡水化の主要設備について新たな知財を確立することと、③5 万 t／日級を 2～3 基、大型海水淡水

化プロジェクトのモデル事業を建設すること、という３点を重要視している。

このスライドのグラフにあるように、現在、中国における海水淡水化技術はＲＯ膜技術が全体の

67％を占めている。一方、ＭＥＤ法は 27％に止まり、この比率は今後より下がっていくものと思わ

れる。そして、2020 年の海水淡水化の規模として、2010 年は 65 万 t／日（表記の 80 万 t／日は誤

り）から、300 万 t/日へと大幅に増強するものと想定されている。

世界全体における現在の海水淡水化の市場は、サウジアラビア（22％）、ＵＡＥ（11％）といった

中東が大きく、中国は 2％に止まる。しかし、今後は中国が 12％くらいまでシェアを伸ばすのでは

ないかと私は見ている。

スライドｐ.51 は、中国の海水淡水化に関連する上場企業のリストで、私が個人で調べたもので

ある。これらの企業について、実際のプロジェクトに製品等が使われているのは稀で、研究段階で

ある、もしくは一部納品しているのみに止まるが非常に優れた技術を持っている企業等もリストに

挙げている。

例えば、“南方ワイ通”は中国で唯一ＲＯ膜を作っている大きな会社で、いろんな市場で注目され

ているし、“深セン恵程”は膜材料のメーカーでポリイミド高性能高分子材を研究開発している。“碧

水源”は、北京にある中国最大のＭＢＲメーカーで、ＲＯ前処理に使う中空子膜を製造している。

“久立特材”は、海水淡水化に使われるチタン合金のシームレス管を作っている。“亜太科技”は、

耐海水腐食アルミ合金管を作っている。“南方ポンプ”は高圧ポンプでは中国では最大の会社である。

これらの企業は、いずれも上海市場等のマーケットで上場しているので、調べてみると今の業績

等が分かるだろう。

スライドｐ.52 では、中国の海水淡水化のキーワードとして 6 つをあげた。

まず、①2012 年 12 月 28 日に「海水淡水化産業の発展“十二五”計画」を国家発展改革委員会が

公布したことがある。この他では、②2015 年末に海水淡水化生産能力 220 万 t/日にする、③第 12

次５ヵ年計画での重要ポイント、④2011 年現在の中国海水淡水化能力 66 万 t/日を、３年以内に 3

倍にくらいにする、⑤第 12 次５ヵ年計画の中では、投資需要として 200 億元くらい見込む、⑥海水

淡水化の主要な技術のシェアである。この 6 つを頭の隅に入れていただくと、中国の海水淡水化の

話は分かりやすいかと思われる。

ちょうどお時間となりましたので、ここで終わらせていただきます。
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【質疑応答】

その 1

汚水処理率で主要都市が 77.5％と意外に高いにもかかわらず、北京や広東省の投資が今後かなり

進むであろうというお話があったが、汚水処理率と今後の市場性のギャップが理解しづらかったの

で補足説明をいただきたい。

（回答）

汚水処理について、2010 年で 77.5％というのは 36 の主要都市のみの数値で、中国全体では 30％

に満たないものと思われる。また、汚水処理率が 2015 年までに都市部で 85％を達成する可能性は

あると思うが、同年に県クラスで 70％を、鎮クラスで 30％をそれぞれ達成するのはかなり難しいと

私は見ている。

一方、北京などの主要都市では、周辺の農村や郊外ではあるかもしれないが、汚水処理施設の新

設需要はもうほとんどなく、施設改造か中水施設の再生水利用などが考えられる。そのため、これ

からの需要は高度処理が主流になり、膜技術が多く使われることが考えられる。

その２

水ビジネスに関してよく聞くのが、中国において 7～8 割は海外の大手 3 社がほとんど押さえてい

て非常にシステマティックにやっている。一方、日本は個々の技術としてはよいものを持っている

が、うまくシステムとしてアプローチできていないということである。

最近は、公共機関が旗振り役となり、うまくコーディネートしているとも言われるが、実態はど

うなのか、また、日本企業はどんな攻め方をすると有効なのかについて、お聞きしたい。

（回答）

日本でも、北九州や横浜市、東京都などが中国の水ビジネスに関わろうとしているが、なかなか

前へ進まないというのが現状である。これは、行政は水の管理をしているとはいえ、ほとんど業者

がやっていという事実と、一方で中国は日本より 15 年ほど早く民間活用をやっているという状況の

中、日本からどんな技術やサービスが提供できるかが明確に出来ていないからだと思われる。

また、汚水処理に関しては、中国の行政は非常に敷居が高く、入札では実績のない外国企業には

一切入札書類を出さない。入札に参加しようと思うのならば、現地のローカルエンジニアリング会

社と一緒にやるという形態しかありえない。

海外水メジャーのヴェオリアやスエズのように、「投資も含めてＢＯＴとパッケージングして取り

組みます」と言い切れるならいいが、そんな日本企業はないし、私はやらなくていいと思っている。

なぜならば、私も、いま中国北部の都市で水ビジネスを取り組んでいるが、書類が非常に複雑であ

るし、お金をなかなか払ってくれないので、そんなところへ日本企業が入っていっても良いことが

あるとは思えないからだ。

逆に、ヴェオリアやスエズは、これら企業は 150 年ほどの経験があるため、支払方法や契約内容

を中国人が見ても分からないくらい複雑に、なおかつ自分に利益があるよう書類を作成する。その

代わり、お金は出すし全部丸抱えで取り組む。一方、日本企業はそういうビジネス展開ができない。

私もいろいろとコンサルをしてきたが、国や地方政府と一緒にやるような仕事は、日本企業にお

すすめしないようにしている。おすすめするとすれば、技術や設備は、若干高くてもお客さんに対

してバリューが見えるのであれば、チャンスはあるかもしれない。そして、単品ではなく、システ

ムとしてバリューを売る形が明確であるなら、チャンスはあると思う。そのためには、1 社でなく 3

社くらい、例えば、メーカーと電気屋、ファイナンスの連携部隊で取り組むと有望なのではないか

と私は思う。

また、分野としては工業排水がねらい目であろう。一方、生活排水はあまりお薦めしない。
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2-2 講演「排水処理のオンリーワン技術開発とアジアでの展開」

㈱アオヤマエコシステム 代表取締役社長 青山章氏

はじめに

アオヤマエコシステム代表の青山です。よろしくお願いしま

す。

弊社は新規排水処理事業を始めてまだ 3 年余りなので、皆様

のお役に立つ話ができるかどうかは少し疑問に思うが、今日は、

3 年間やってきて感じたことや考えたことと、弊社の処理技術

はオンリーワン技術であり、それをアジアでどのように展開し

ているかということの 2 点について、お話しさせていただく。

青山章氏

中小企業の排水処理技術はアジアで展開できるか？

まず、皆さんは、「大企業でなく、中小企業の排水処理技術はアジアで果たしてニーズがあるのか」

にご興味があるだろう。また、ここでは、「アジア」の状況として、中国以外の国・地域と、中国の

２地域に分けて説明させていただく。

現在、アジアにはヴェオリアやスエズなどの欧米企業や、シンガポールの企業が精力的に水ビジ

ネスへ進出している。彼らは、公共事業の上水や下水のメンテナンスに特化している。また、日本

の大手企業も出て行っているが、これはほとんどがＯＤＡもしくは日本企業が進出している工業団

地の排水処理に特化している。

これらの状況を整理すると、アジアの水処理について、工場の排水処理については「空白地帯」

となっていることが分かるだろう。例えば、弊社も海外展開を模索してから 3 年になるが、以前、

タイの工業連盟の方とお話しする機会があり、「もう、タイでは排水処理ニーズはないのではないか」

と聞いてみたところ、工業連盟の方が「中小企業の方々でぜひタイの工場排水を何とかしてほしい。

助けてほしいぐらいだ」と言っておられた。タイでこういった状況であることを鑑みると、他のア

セアン諸国では手付かずのところもあるのではないかというのが、個人的な印象である。

アセアン諸国では、色や臭い、重金属が代表的な工場排水の課題であると思われる。具体的な産

業としては、アセアン諸国全域でめっき産業が、その他ではベトナムの皮革産業、インドネシアの

染色産業、マレーシアのパームオイル産業などがある。

中国については、国土が広いために必要な設備が極端に大きいことや、中国人特有の中華思想が

あるために独特の掌握術が必要になるという点で、アセアン諸国とは異なるニーズがあるように感

じている。

ちなみに、弊社でも中国でのビジネス展開を模索しているが、中国の民間企業の排水処理事業と

しては、①ゴミ処理場の浸出水（ゴミの埋立地や焼却場に置いているときに下から出てくる水）、②

コークス排水（石炭に含まれているベンゼンやフェノールが水に溶出。微生物処理が難しいと言わ

れている）、③石油掘削時の随伴水のリサイクル（水圧で採掘した後、石油と水を分離した残りの水

を中水利用等でリサイクルを行う）、という３点は事業性があると、私がお付き合いのある中国の民

間の処理業者には聞いている。

弊社では、このうち、このコークス排水を今春から上海の企業と一緒に現場で試験を実施し、う

まくできれば、コークス排水に特化してビジネス展開をしていこうと考えている。
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では、多くの大手企業が海外へビジネス進出しているにもかかわらず、なぜ工場排水には進出し

ていないのか。その理由は２つあると私は考える。１つ目は、アジア（中国以外のアセアン諸国等）

の生産工場は規模が小さく、また、設備を設置するスペースもそれほど取れないため、大手企業に

とっては採算に合わない市場であるということ。２つ目は、各工場で独自の問題があり、それぞれ

のソリューションに提案していくのが難しいということである。特に、２つ目は付加価値の高い製

品を作るようになっていくと、今までにない排水が次々と出てくるが、それらに汲まなく対応する

ことがｍ大手では難しい状況にあるのではないかと私は考えている。

そして、中小企業がアジアで廃水処理を展開していくコンセプトとしては、まず処理が簡単にで

きるよう「高性能」であること、「低価格」であること、場所的な問題があるので「コンパクト」で

あることの３つがあると私は考える。

これら３つをクリアするのは意外と難しく、我々も今までの排水処理のイメージを見直して、ア

ジア向けの新しい処理やプロセスを考える必要があり、「意味がわからない」「今までにない」が、

「不可能でない」水処理イノベーションが必要であると私は考える。その一方で、これらをクリア

できれば、アジアへの水ビジネスの展開は、結構大きなチャンスがありそうだと感じている。

アオヤマエコシステムの排水処理プロセス

それでは、弊社の排水処理プロセスを説明させていただく。

排水には、無機と有機があり、弊社では無機については「ＡＳＡＬプロセス」を、有機について

は「ＳＢＣプロセス」を、それぞれ採用している。

まず、無機の「ＡＳＡＬプロセス」について説明する。

こちらは、特殊な炭とアルミニウムを固着させた処理剤「テラスト」を水に入れて、処理剤の入

っている装置の水を循環させることで、炭とアルミニウムの電位差で電気が流れて、アルミニウム

が解けてアルミニウムイオンが水中に溶出し、凝集沈殿が起こるという、極めて簡単なプロセスで

ある。また、この処理剤は 6 ヶ月間程度利用できるので、その期間は放っておけばいいので、ほぼ

メンテナンスフリーである。

アルミニウムは通常、溶かすのは難しいと考えられているが、アルミニウムを安定的に水中に溶

出させる方法を開発し特許を取得した。また、「テラスト」は高性能で、メッキ排水に含まれる銅・

クロム・ニッケル・亜鉛・アンチモン・フッ素、地下水に含まれるカドミウム・砒素・水銀・鉛、

下水排水に多く含まれるリンなど、あらゆる物質を凝集沈殿させることができる。

スライドの写真にあるように、地下水のほう素処理や、ステンレス加工場の表面処理等の排水処

理に日本国内では導入している。

次に、有機処理「ＳＢＣプロセス」について説明する。こちらは、排水に合わせて生物反応層を

仕切る多段式にして、各層に当社が開発した特殊接触剤を入れて生物膜法処理を行う仕組みである。

一般的に、生物膜法は目詰まりを起こしやすいと言われるが、特殊接触剤によって安定した生物

膜厚を維持しているため、目詰まりしたことや、余剰汚泥を引き抜いたことは一度もない。また、

ブロワーは生物膜における好気性のエリアと嫌気性のエリアを処理する際に使うだけにしているた

め、ブロワーのエネルギーコストも削減できる。

現在、ＳＢＣプロセスを導入している化学繊維の製造工場では、100％中水利用していて、工場に

は一切排水せず、なおかつ 6 年間余剰汚泥の引き抜きをしていない。また、難分解物質であるジメ

チルホルムアミドも、スクラバー（排ガス集じん装置）で水に吸着させて処理して出している。
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アジア展開に向けての検討、取組

当初、「ＡＳＡＬプロセス」と「ＳＢＣプロセス」の２つをもって、弊社はアジア、最初に中国へ

行ったが、全く売れなかった。その原因は価格である。概ね、中国では日本の 1/5 以下、ベトナム

では 1/8 以下くらいにしないと売れない。アジアでは低価格対策が一番重要になってくる

価格を安くするには、設備のコンパクト化が重要であり、いろいろと思考錯誤してきた。その中

で、弊社は「フェントン反応」に着目した。「フェントン反応」とは、鉄と過酸化水素（Ｈ２Ｏ２）

を反応させることで、電子の働きで強力な酸化力を有するヒドロキシラジカル（・ＯＨ）を生成す

るもので、このヒドロキシラジカルが酸化物を有機分解する働きによって、二酸化炭素として無機

化し、炭素（Ｃ）結合の切断が可能であると言われている。

そこで、弊社では「テラスト」によって水中に溶出されるアルミニウム電子と、過酸化水素と反

応させてヒドロキシラジカルを生成し、様々な排水について実験を行った。すると、窒素排水、色

素（食用赤色 102 号で実験）、亜鉛水では、１日も経たないうちに沈殿させることができた。

また、油分についても、油分は長く炭素が結合された構造であり、一般的には微生物分解が難し

いのだが、「テラスト」と過酸化水素を反応させることで、炭素結合が切断され、微生物が食べやす

いて細かくなっているため、簡単に乳化することができた。

そして、「テラスト」を用いたヒドロキシラジカル処理を、今までの弊社のシステムの前処理とし

て導入する実験をしてみたところ、ヒドロキシラジカルの一番の欠点が、酸化時間が 6 秒低度です

ぐ中和されてしまうという点であるが、「テラスト」と過酸化水素を反応させた際、大量のヒドロキ

シラジカルが次々に生成されるため、継続的な処理が可能であることが明らかとなった。

この結果、弊社の処理システムについて、無機質排水では、凝集沈殿速度の促進が可能となった。

また、有機質排水については設備を 1/5 の大きさに小型化でき、なおかつ窒素・色・臭い・油分が

簡単に処理できるようになった。そのため、これによって中国やアジアでの排水処理システムとし

ての展開が可能になりそうだと見ている。

さいごに ―コラボレーションのお願い―

この講演で最後にぜひお話ししたいことがある。

このヒドロキシラジカルは、他の素材とのコラボでも高性能になったという結果がある。例えば、

膜は、目詰まりや劣化により定期的に入れ替えが必要となるためにメンテナンスコストが高くつく

こと大きな問題であるが、ヒドロキシラジカルを使用することで、コスト削減となることが分かっ

た。ちなみに、ヒドロキシラジカルの研究者によると、今までは膜は無機質排水の処理が苦手だと

言われていたが、相性が良いため、全く新しい排水の膜処理方法が考えられるかもしれない、とい

う意見もいただいている。

また、今まで凝集剤が使えなかったものでも、弊社の装置を通すことで、凝集剤処理が可能にな

った例もあるし、凝集剤の使用量削減になるということも、実験で分かっている。

膜や凝集剤のように、企業の皆様が開発している処理プロセスと組み合わせることで、まったく

新しいものができるのではないかと考えている。そして、アジア向けのイノベーションとなる素材

として使えるのではないかと期待している。

弊社は小さな企業なので、単独で進めていくには時間もお金も足りない。今日はサンプルを少し

持参したので、希望される方はサンプルをお渡しする。ぜひ、皆様のそれぞれの技術で一度試して

みていただけると有難い。よい成果が出るかもしれない。

弊社をはじめとする滋賀の企業が一緒になって、アジアの水ビジネスを一緒に成功させていきた

いというのが私の願いです。

本日はありがとうございました。
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2-3 事業紹介「環境・エネルギー分野の海外展開支援」

(独)日本貿易振興機構【ＪＥＴＲＯ】大阪本部事業推進課 課長代理 余田知弘氏

はじめに

今回のテーマは「水」であり、我々は必ずしも水に特化してい

るわけではないが、水分野を含む「環境・エネルギー分野」とい

う切り口で JETRO が行っている支援内容を簡潔にご紹介させてい

ただく。

支援内容としては、スライドにあるように、大きくは①海外見

本市出展支援、②海外での商談会・視察ミッション、③海外コー

ディネーター相談サービス、④輸出有望案件発掘支援事業、⑤日

本国内での商談会、⑥北米環境ビジネス・チャレンジ、⑦省エネ

診断事業、⑧情報提供の８つに整理できる。

余田知弘氏

海外見本市出展支援

海外見本市出展支援は、環境・エネルギーという切り口では、ヨーロッパやアジアを中心に見本

市の出展支援をしている。

JETRO が事務局となりまず見本市会場の一定面積の展示スペースを確保し、「ジャパンパビリオ

ン」に出展希望される企業の皆様を募集するという形で取り組んでいる。この場合、参加企業は単

独出展ではスペース確保が難しい見本市に参加が可能になるほか、日本語での出展準備が可能であ

るため、海外の見本市主催者に直接コンタクトしエントリーされるよりは、準備段階の手間が省け

るといったメリット、日本企業がまとまって来場者誘致ができる効果ある。

これまでに、フランス・パリでのＰＯＬＬＵＴＥＣや、カナダ・バンクーバーでのＧＬＯＢＥ、

マレーシア・クアラルンプールのＩＧＥＭ、タイ・バンコクのＥＮＴＥＣＨ ＰＯＬＬＵＴＥＣ、

シンガポールのＣＥＥＡなどのジャパンパビリオンにおいて、参加企業の制約事例がある。

商談会・視察ミッション

海外での商談会やビジネスミッションは、世界の各国・各地域で実施しており、直近では、今月

の 1 月 19～23 日に、サウジアラビアで省エネをテーマにしたビジネスミッションを実施した。基本

的に、JETRO の海外現地事務所と協力して実施しており、ウェブサイトで随時案内している。

このようなミッション実施では、JETRO 海外事務所のネットワークを活用し、また現地政府を通

じて訪問先をアレンジすることで、なかなか単独ではアポイントメントの取りづらい現地大手企業

を視察先として設定するなどしている。

海外コーディネーター

海外コーディネーターは、海外で実際にビジネス展開している外部専門家をコーディネーターと

して現地に配置し、輸出に関する中小企業からの相談に無料対応するサービスである。

環境・エネルギー分野では、インド・チェンマイ、中国・広州、中国・上海、米国・ヒュースト

ンの 4 ヶ所に設置している。コーディネーターからは、例えば、御社の製品がどれくらいの市場性

があるのか、どういった競合会社や製品があるのか、市場性がある場合はどんな現地見本市に参加

すると有効か、といった情報を提供させていただいている。
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お申込みいただく場合は、個別に JETRO の大阪本部など最寄りのジェトロ事務所、東京本部の環

境・エネルギー課のいずれかに連絡いただければ、サービスを利用できる。JETRO が提供するサー

ビスの中では、中小企業の皆様にとってはご利用いただきやすいものではないかと考えている。海

外見本市への出展を検討されている方や、これから海外販路の開拓を考えてみたい方など、海外ビ

ジネス展開の初期段階でも良いので、まずはこの相談サービスをご利用いただきたい。

この海外コーディネーターは、環境・エネルギー分野のほかに、農水産物・食品、デザイン製品・

伝統産品、アパレル・テキスタイル、コンテンツ、機械・部品といったカテゴリー分けで各地域に

コーディネーターを配置している。

そのため、環境・エネルギー分野での配置はジェトロの海外事務所で 4 ヶ所のみであるが、御社

の製品が機械・部品というカテゴリーに入ることも考えられる場合、例えば販路を開拓したい地域

に担当の環境・エネルギー分野のコーディネーターはいないが機械・部品で配置されているのであ

れば、本サービス活用の可能性があるものと思われる。

輸出有望案件発掘支援事業

輸出有望案件発掘支援事業は、優れた技術力、オンリーワン商品などを持ちながらこれまで輸出

経験のない中小企業を発掘し、個別企業に対して輸出成約に向けて一貫支援を行う支援サービスで

ある。

こちらは、審査会を経て支援企業を決定している。審査基準の重要項目は、経営者の意欲や海外

販路開拓にかける予算確保など、「企業側の輸出へのしっかりとした意志」である。例えば、海外や

国内で見本市の出展経験がある、英文ウェブサイトがある、ある程度自社製品の海外マーケットの

市場性を掴んでいるといった点である。飛行機で言うと「滑走路を走り始めている」企業が支援対

象となりやすいと考えていただくと良いだろう。

日本国内での商談会

日本国内での商談会は、海外コーディネーターと並んで、中小企業の方々にもご利用いただきや

すいサービスであると考えている。今月の 30・31 日にも、大阪で十数社のバイヤーを海外から招聘

して商談会を開催する。

これは、事前申込制になっており、日本にいながら御社の製品・サービスを海外バイヤーに売り

込む機会となる。バイヤーの調達ニーズに合う商材をお持ちの方々（中小企業）は、ビジネスマッ

チングに参加頂き、販路開拓のきっかけを掴んでいただきたい。

北米環境ビジネス・チャレンジ

北米環境ビジネス・チャレンジでは、北米での見本市へ共同出展というかたちで安価に参加いた

だけるというサービスである。JETRO が、出展企業から申込時に提出いただいた日本語資料を英訳

して JETRO 英文ウェブサイトに掲載するなど、広報活動面でもサポートする。

2012 年度は、サンフランシスコの太陽光関連の見本市「Intersolar」、ニューオリンズの世界最

大の水分野の見本市「WEFTEC」、サンフランシスコのビルの省エネがテーマであった「Green Build」、

オーランドの発電・エネルギー分野の見本市「Power-Gen」の 4 つを対象に実施した。

共同出展というのは、1 社ごとにコマを区切るのではなく、仕切りのない形で複数社が同じスペ

ースに出展するもので、比較的軽い費用負担で見本市に参加いただき、ビジネスマッチングを狙う

という趣旨がある。初めて海外見本市に出展される際にご利用しやすい形と考えている。

また、北米事務所では、参加される皆様の商材を見たうえで、「こういった企業や領域をターゲッ
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トに商談するとよいのではないか」「見本市期間中にこの出展者のところへ訪問すると商談に繋がる

のではないか」といった、商談先の発掘も行っている。

省エネ診断事業

省エネ診断事業は、JETRO が国と分野を選び、企業出身の専門家を公募し、現地企業を訪問して

省エネ診断・指導を行うというものである。

訪問先の現地企業にとっては日本の JETRO が無料で省エネ診断してくれるというメリットがある

が、省エネ診断を実施することで、日本企業の製品やサービスを現地企業が導入することを期待し

て取り組んでいる。

現在、中国、マレーシア、メキシコなどで省エネ診断の事業を実施している。詳しい情報につい

ては、インターネットで“ジェトロ、省エネ診断”というキーワードで検索すると、いくつか情報

をご覧いただくことができる。

情報提供

JETRO では、環境・エネルギーという切り口で、ウェブサイトやメールマガジンで各種情報を発

信している。

まず、メールマガジンとしては、JETRO の中国事務所から寄せられた引き合い情報をまとめて発

信する「日中省エネ環境メールマガジン」や、北米地域の情報を掲載している「北米環境・エネル

ギー便り」がある。いずれも無料で提供している。

また、ウェブサイトで「環境・エネルギー」に関する様々な海外情報を掲載している。これは、

ジェトロウェブサイトのトップページ＞産業別情報から「環境・エネルギー」をクリックいただく

と、「環境・エネルギー」関連の世界のビジネスニュース、イベント情報、国地域別情報、見本市の

情報、調査レポートをみることができる。 シェールガスや中国の省エネなど、かなり沢山のなお

かつ深い情報がたくさん載っているので、お時間ある時にこのウェブサイトをご覧いただけると有

難い。

さらに、「通商広報」という毎日更新しているニュースサイトや、「ジェトロセンサー」という月

刊誌でも情報提供をしている。これらは、有料で提供している。

そして、大阪本部や東京本部、各地での JETRO 貿易情報センター主催でセミナーを開催している。

このうち、「環境・エネルギー」分野に合致するものは、JETRO のウェブサイトの「イベント情報」

のところに、必ず掲載されるようになっている。

さいごに

後ひとつ付け加えることとして、海外コーディネーターサービスに該当しない通常の貿易・投資

相談については、JETRO 大阪本部のビジネス情報サービス課 情報提供班でご相談に対応させていた

だいているほか、ビジネス・ライブラリーがある。こちらもぜひご利用いただきたい。

以上、簡潔に JETRO のサービスについてご説明させていただきました。ご清聴ありがとうござい

ました。
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2-4 事業説明「しが水環境ビジネス推進フォーラムについて」

滋賀県商工観光労働部商工政策課 課長 廣脇正機

はじめに

皆様、今日は長時間お付き合いいただき、有難うございます。

内藤先生、青山様、余田様は、大変有意義なお話をしていただ

き、有難うございました。厚く御礼を申し上げます。また、今後

もお力添えを改めてお願いすることもあると思いますが、その際

はどうかよろしくお願いいたします。

最後に、滋賀県の今後の取組について簡単に説明して、皆様に

ご参加のお願いをさせていただきます。

廣脇正機

「水環境ビジネス推進フォーラム」設立の経緯

滋賀県では、水環境保全に向けて、住民運動や、行政施策の展開、工場や事業所の排水処理対策

など、産官民によって様々な取組を展開してきたことで、琵琶湖がきれいな水質を保っている。

また、滋賀県の汚水処理施設の整備率や下水道普及率が非常に高いのも、企業の皆様が努力して

くださったことも要因の１つであると思われる。

その一方で、大手企業の方以外では、私どもが主にお付き合いしている中小企業の皆さんの多く

からは、なかなか海外へ出ていくのが難しい、あるいはターゲットにしたい海外の各種情報も少な

いということをお聞きしている。

例えば、今日、内藤様にお話しいただいた中国について、工場排水は非常に重要なテーマになる

とのことだが、工場排水については、滋賀県の沢山の企業が努力をしてこられたものの、いざ海外

展開となると難しいとお聞きしている。

そのため、県内の企業様が水環境ビジネスを海外などで展開・推進していくためにも、滋賀県内

でチームづくりを行うことを想定して、「水環境ビジネス推進フォーラム」を立ち上げていくことを

考えている。

「水環境ビジネス推進フォーラム」の展開イメージ

フォーラムの展開イメージとして、まずは水環境ビジネスに関する情報、先ほどの海外諸国の情

報や、国などの支援情報をお知らせするよう、フォーラムの中からお知らせをしていくことを考え

ている。

また、メンバー企業の技術製品情報を発信していく。メンバーになっていただいた企業様の情報

を一元的にホームページや、冊子等に載せさせていただき、これを県外向けあるいは国外向けに売

り込む材料を作らせていただいて発信させていただきたいと考えている。

さらに、ビジネスマッチングも実施していく。例えば、企業が中国へビジネス展開する場合、単

独に行くのではなく、現地の企業との間にすでにビジネス展開している企業が入ってもらったり、

また、一緒に現地との間に入っていただく国内企業と県内企業をつないだりということが必要にな

ってくるものと思われる。そういった、企業同士のマッチングを今後取り組んでいきたいと考えて

いる。

最終的には、青山さんからもお話があったように、滋賀県の企業で海外展開のチームを作り、ビ

ジネス展開していくことを目指しており、そういう意味でも、フォーラムの設立や活動展開は大変

大事だと思っている。
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先ほど、海外展開についてＪＥＴＲＯさんからお話があったが、ＪＥＴＲＯさんをはじめ、近畿

経済産業局さん、中小機構さんでも、支援サービスがあるので、こういった情報もできるだけ分か

りやすくお伝えしていくようにしたいと考えている。また、県でも来年度には海外の展示会への出

展の補助金も予定している。

そして、今年の 3 月 25 日の第３回のセミナーをキックオフセミナーと位置づけて、今日お集まり

いただいた皆様をはじめ、フォーラムの会員となっていただいた方にご参加いただき、フォーラム

設立の日としたいと考えている。本日の配布資料の中に規約や申込書があるので、ご関心のある方

はぜひご加入いただき、企業や大学等とともに滋賀県の水環境ビジネスを発展させていきたいと考

えている。

フォーラムやセミナーについての質問があれば、配布資料に記載している商工政策課までご連絡

いただきたい。

本日はどうも有難うございました。

３．ワンコイン交流会
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第２回しが水環境ビジネスセミナー

開催結果 報告書

平成 25 年 3 月

発行 滋賀県商工観光労働部 商工政策課

（株式会社 ダン計画研究所）
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