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序 

 

 我が国の機械工業を取り巻く事業環境は、世界的な景気低迷から設備投資の低迷、更にデ

フレ、資源・エネルギー問題、環境問題、高齢化問題等も含め、我が国固有の問題と世界規

模で取り組まなければならない数多くの深刻な問題を抱えております。 

また、BRICs をはじめとした新興工業国は、生産技術力を著しく向上させており、先進国

間の差別化・高付加価値化等の技術競争も厳しさを増し、技術競争力で優位にあるとされた

我が国機械産業の相対的な地盤低下が懸念されるようになってきております。 

当会では事業基盤強化策の検討として、世界市場での競争力強化に有効な方策

や、将来性のある新興国市場への進出に向けた対応等の調査研究を行っています。  

こうした背景に鑑み、当会では機械工業の事業環境に係わる調査のテーマの一つ

として株式会社野村総合研究所に「環境・省エネ・新エネの世界戦略に関する調査

研究」を調査委託いたしました。本報告書は、この研究成果であり、関係各位のご

参考に寄与すれば幸甚です。 

 

平成２３年３月 

 

社団法人 日本機械工業連合会 

会 長  伊 藤 源 嗣  

 
 



 

 
 

はしがき 

 
我が国は、高度経済成長期に公害問題に直面し、問題の解決にあたって、多くの経験やノウハ

ウを蓄積するとともに、環境関連技術を高度化させてきました。現在、中国やインドも、当時の

日本と同様に、急激な経済成長を遂げており、産業公害、住民の健康被害などの問題も顕在化し

つつあります。こういった問題の解決にあたって、過去の経験や優れた環境技術を保有する我が

国への期待も大きいと思われます。 
平成 22 年 6 月 18 日には「新成長戦略」が閣議決定され、「強い経済」「強い財政」「強い社会

保障」の実現に向け、7 つの戦略分野と 21 の国家戦略プロジェクトが提示されました。7 つの戦

略分野のひとつがグリーンイノベーション（環境分野）となります。2020 年までの目標として、

本分野で「50 兆円の環境関連新規市場の創出」、「140 万人の環境分野の新規雇用の創出」が掲

げられており、環境産業の発展が今後の日本の成長エンジンのひとつになることも期待されてお

ります。 
こうした背景のなか、株式会社野村総合研究所は、社団法人日本機械工業連合会より、本事業

を受託し、中国・インドにおける環境問題の現状と政策動向、環境産業における日本企業、海外

競合企業の動向を整理し、環境産業への事業参入における課題と対策の方向性について取りまと

めました。本事業が、我が国の環境産業および関連する企業の今後の事業展開において、参考に

なれば幸甚です。 
後に、本事業の遂行にあたり、関係機関のご指導と社団法人日本機械工業連合会のご高配に

深謝すると共に、ヒアリング調査に協力いただいた日本企業、海外政府・政府系機関等各位に対

し、厚く御礼申し上げます。 
 

平成２３年３月 

 

株式会社野村総合研究所 

代表取締役社長  嶋 本 正 
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第 1 章 本調査事業の背景と目的 

 
１．背景と目的 

 
わが国の得意分野といわれる環境、省エネ、新エネ技術は、今後、資源、エネルギーの大量

消費が予想されるアジア諸国で拡大が見込まれる。また、世界的にますます環境保全もクロー

ズアップされている。特に、中国・インドでは、経済成長に伴う激甚型の産業公害や健康被害・

生活環境の汚染が顕在化している。こういった状況にあって、現地従業員は自身の労務環境に

対して、周辺住民は自身の生活環境に対して、高い意識を持つようになり、政府、企業に対応

を迫る状況にある。 
そこで本事業では、環境規制の執行や公害防止設備の導入・適切な運用などが不十分な現状

をビジネスチャンスと捉え、アジアの新興市場として注目されている中国・インドに的を絞り、

両国内の地域別事情（自然環境や経済状況など）に考慮しながら、特に環境ビジネスを有利に

展開するための包括的な戦略、ビジネスモデルのあり方につき調査研究する。 
 
 

２．調査対象国 

 
アジアの新興市場として注目されている中国・インドに的を絞り、両国内の地域別事情（自

然環境や経済状況など）に考慮しながら調査を進める。 
 
 

３．対象とする分野 

 
経済成長に伴う激甚型の産業公害や健康被害・生活環境の汚染への対応に関するビジネス（以

下、「環境産業」と呼ぶ）の海外進出を念頭に置いて調査を行う。公害対策は、欧米等の海外の

環境規制も睨みつつ、継続的に規制強化や対策実行が進められているものの、現実には環境汚

染の実態は深刻化している状況にあり、省エネ・新エネ分野に比べれば、対策実行の緊急性そ

して対策技術（製品）の実用化レベルの観点から着実な需要が期待される分野である。 
· 省エネ分野は、日本企業が十分な知見と技術を有する分野ではあるものの、急激な経済発

展が進む新興国では省エネに対する意識、取り組みの機運は高まっておらず、省エネビジ

ネスは環境産業に比べると、いまだ発展途上であるため、今回の調査対象にはしない。（各

国政府は省エネに関する機運を高めるため、様々な政策を打ち出してはいるものの、ユー

ザー企業は現地の電気料金が安いことや設備投資に係る費用が高いこと、産業公害への対

策を重視しているという現状から、現場レベルでの積極的な設備導入は進んでいない。） 
· 新エネ分野は、太陽光発電に典型的な通り、フィードインタリフ等の政策的な手立てが引

き金になる一方、政策内容によってその需要が大きく左右され、長期的な不確実性がある

ため、今回の調査対象にはしない。 
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４．環境産業における対象範囲 

 
中国・インドでは、経済成長に伴う激甚型の産業公害や健康被害・生活環境の汚染が顕在化

している。こういった状況にあって、現地従業員は自身の労務環境に対して、周辺住民は自身

の生活環境に対して、高い意識を持つようになり、政府、企業に対応を迫る状況にある。本調

査では、環境規制の執行や公害防止設備の導入・適切な運用などが不十分な現状をビジネスチ

ャンスと捉え、日本の環境産業関連企業の海外展開という視点で調査研究を行う。 
環境産業の対象範囲としては、１）大気汚染、２）水質汚濁、３）廃棄物処理の３つとする。 
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第２章 調査の結果 

 
１．中国・インドにおける環境問題の現状と政策動向 

 

まずは、中国・インドにおける環境問題の現状、現地政府が掲げる目標と目標達成に向けて

実施されている施策の内容、現時点における達成状況に関する情報を収集・分析した。また、

環境問題の実態や政策動向に関する 新情報とともに、特に今後の規制強化や環境産業振興に

関わる検討状況についても把握した。以下、その結果を示す。 
 

 

１－１．対象国の経済概況 

 

（１）人口 

国連の人口に関する統計情報によれば、中国の人口は2030年頃まで増加の一途をたどる。

その後、1970 年代後半に実施された一人っ子政策などの影響から、2030 年頃の人口 14 億 6
千万人程度をピークとして、減少傾向に転じると推計されている。 
一方、インドの人口は今後も増加の一途をたどり、2030 年頃には中国を追い抜き、人口世

界第 1 位の大国となる。その後も、人口は増加し、2050 年には 16 億人を超えると推計され

ている。 
 

将来人口推計 
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出所）UN World Population Prospect 

 

また、過去の人口増加率を都市・農村別にみると、中国、インドともに、都市部では年率

3%程度で人口増加が続くと予測されている。一方、農村部では、インドは都市部同様に年率

1.5%程度増加しているものの、中国では-1%程度となっており、90 年代前半からは農村部で

の人口減少が続いている。これは、中国において都心への人口流入が進んでいるためと見る
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ことができる。 
 

対象国の都市部人口増減率 
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対象国の農村部人口増減率 
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出所）world development indicator 

 

 

（２）経済状況（国内総生産等） 

IMFの一人あたりGDPに関する統計情報によれば、2009年時点における一人あたりGDP
は、中国で 3,735 ドル、インドでは 1,032 ドルとなっている。一般的に中国、インドともに、

国土面積が大きいことから、国内でも地域によって経済発展状況は大きく異なる。 
例えば、中国では上海、香港、北京等の沿岸部、インドではデリー、ムンバイ、チェンナ

イ等の大都市周辺における一人あたり GDP が高くなる傾向にある。一方、中国では内陸部、

辺境地域の 1 人あたり GDP が低く、中国平均を大きく下まわる。 
 

一人あたり GDP の推移 
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出所）IMF World Economic Outlook database 
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中国における地域別経済発展状況1 

 
 
なお、日本企業が環境ビジネスを海外展開する上で無視できない要因として、各国の金利

および為替の動向が挙げられる。金利については、各国の 10 年債利回りの推移を、また為

替については各国通貨の円換算レートを以下に示す。 
直近の 10 年債の利回りは、日本が 1%前後であるのに対し、インドは 8%前後、中国は 4%

前後となっている。なお、米国では 3%前後となっている。 
 

対象国の 10 年債の利回り 

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

19
89

/0
3/

01

19
89

/1
1/

01

19
90

/0
7/

01

19
91

/0
3/

01

19
91

/1
1/

01

19
92

/0
7/

01

19
93

/0
3/

01

19
93

/1
1/

01

19
94

/0
7/

01

19
95

/0
3/

01

19
95

/1
1/

01

19
96

/0
7/

01

19
97

/0
3/

01

19
97

/1
1/

01

19
98

/0
7/

01

19
99

/0
3/

01

19
99

/1
1/

01

20
00

/0
7/

01

20
01

/0
3/

01

20
01

/1
1/

01

20
02

/0
7/

01

20
03

/0
3/

01

20
03

/1
1/

01

20
04

/0
7/

01

20
05

/0
3/

01

20
05

/1
1/

01

20
06

/0
7/

01

20
07

/0
3/

01

20
07

/1
1/

01

20
08

/0
7/

01

20
09

/0
3/

01

20
09

/1
1/

01

20
10

/0
7/

01

20
11

/0
3/

01

日本10年債

中国10年債

インド10年債

米国10年債

 
出所）Bloomberg 

 

                                                  
1 NRI 上海作成 
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対象国の為替レート（元円レート、ルピー円レート） 
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（３）外国直接投資の推移 

次に、外国からの直接投資動向を分析した。中国では直接投資総額が 1993 年頃から徐々

に増加、さらには 2007 年に急増している。2008 年はリーマンショックの影響もあって、若

干の落ち込みは見られたものの、しばらくは高い水準が続くという見方も多い。 
インドは、中国と比べると、投資額は小さいが、新しい拠点としての注目度も高く、2007

年から上昇期に入ったものと見ることができる。今後もこの傾向は続くと考えられている。 
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１－２．対象国の産業動向 

 

（１）対象国の成長産業 

対象国の産業別 GDP について、2004 年度と 2009 年度を比較すると、中国、インドとも

にすべての分野で大きく成長している。 
中国では、特に金融が 2004 年度比で 3 倍以上（329%）となっている。2 倍以上は建築業

（258％）、卸小売・貿易・外食（233％）、工業（207％）の順となっている。 
インドでは、金融・保健・不動産・ビジネスサービスが 2004 年度比で 2 倍近く（177%）

となっている。次いで、貿易・ホテル・運輸・通信（163%）、製造業（159%）の順となって

いる。 
 

中国の産業別 GDP の伸び（2004 年度を 100％とした） 

2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度
農林牧漁業 100% 105% 112% 134% 157% 165%
工業 100% 118% 140% 170% 200% 207%
建築業 100% 119% 143% 176% 216% 258%
卸小売・貿易・外食 100% 112% 133% 168% 210% 233%
金融 100% 113% 150% 229% 276% 329%
交通運輸、通信 100% 115% 131% 157% 176% 183%

全部門 100% 116% 135% 166% 196% 213%  

出所）中国統計年鑑 

 

インドの産業別 GDP の伸び（2004 年度を 100％とした） 

2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度
農林水産業 100% 105% 109% 114% 116% 116%
鉱業 100% 101% 110% 114% 116% 129%
製造業 100% 110% 126% 139% 143% 159%
電気・ガス・水道 100% 107% 117% 127% 132% 141%
建設業 100% 112% 124% 137% 145% 154%
貿易・ホテル・運輸・通信 100% 112% 125% 139% 149% 163%
金融・保険・不動産・ビジネスサービス 100% 113% 129% 146% 161% 177%
公共部門・社会・人的サービス 100% 108% 110% 118% 134% 142%

全部門 100% 109% 120% 131% 140% 150% 

出所）CSO "Revised Estimates of Annual National Income, 2009-10 and Quarterly 

Estimates of Gross Domestic Product, 2009-10" 

 



 

8 
 

１－３．対象国の政策動向 

 

中国、インドにおける中長期の政策展望と、特に大気、水、廃棄物に関連する環境政策、電

力ならびに水インフラの整備状況、エコシティ構想等の注目すべき開発計画に関する情報を収

集・分析した。以下、その結果を示す。 
 

（１）中長期政策 

①中国 

中国政府は、1953 年以来およそ 5 年毎に国家レベルの経済社会の発展計画「5 ヵ年計画」

を策定している。2011 年からは、第 12 次期における 5 カ年計画の実行期間が始まる。以下

は、2010 年 10 月に中国共産党による発表された第 12 次 5 カ年計画の骨子であり、12 の「提

案」からなる。なお、2011 年 3 月に第 12 次 5 カ年計画が正式に策定される見込みであり、

本資料は現状案となる2。 
 

（１） 経済成長パターンの転換を加速し、科学的発展の新しい局面を切り開く。 
（２） 内需拡大戦略を貫き、経済の安定した比較的高い成長を保つ。 
（３） 農業の近代化を推進し、社会主義新農村の建設を加速する。 
（４） 近代的産業体系を発展させ、産業のコア競争力を高める。 
（５） 地域の協調的発展を促し、都市化を積極的かつ穏当に推進する。 
（６） 環境にやさしい資源節約型社会の建設を加速し、エコ文明のレベルを高める。 
（７） 科学技術国家振興戦略と人材強国戦略の推進に力を入れて、革新型国家の建設

を加速する。 
（８） 社会建設を強化し、基本公共サービス体系を確立健全化する。 
（９） 文化の大発展と大繁栄を促し、国の文化のソフトパワーを強化する。 
（１０）改革にかかわる難関攻略を加速し、社会主義の市場経済体制をより良いものに

する。 
（１１）互恵とウィンウィン（共に勝者になること）の開放戦略を推進し、対外開放の

レベルをさらに高める。 
（１２）全党と全国の各民族人民の団結をはかり、第 12 次 5 カ年計画（2011 年～2015

年）を実現するために奮闘する。 
 

環境分野に関しては、「環境にやさしい資源節約型社会の建設を加速し、エコ文明のレベル

を高める」と明記されている。2010 年 1 月時点では、環境分野における個別投資額情報は

明確にはなっていないが、国の基本計画に明示されることで、環境関連投資はこれまで以上

に活発化するものと期待されている。なお、国家発展改革委員会は、今後 5 年の省エネ・環

境保護産業の発展について、以下のように発表している。 

                                                  
2 現地でのインタビュー調査によれば、このまま確定となる見込みが非常に高いとのことであった。 
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・ 第 12 次 5 カ年計画の省エネ・排出削減指標はより科学的、合理的なものとなり、省

エネ・環境保護産業の潜在力は非常に大きい。中国の省エネ・環境保護産業とグリー

ン、低炭素経済には大きな市場がある。付帯の奨励型経済政策を策定し、環境保護産

業の発展を導き、支援する。 
・ 炭素強度および非化石エネルギーの比率、森林面積、森林蓄積量などを第 12 次 5 カ

年計画の拘束力のある指標とする。その目的は炭素強度を 2020 年までに 40-45％低

下させる目標の達成を確実にすることである。第 11 次 5 カ年計画の経験と教訓があ

り、第 12 次 5 カ年計画の指標は、より科学的、合理的なものになる。 
 

 

②インド 

インド政府は 1951 年より 5 カ年計画を策定しており、2007 年度から 2012 年までは、第

11 次 5 ヵ年計画の期間となる。本計画では、年平均経済成長率の目標を 9％と設定し、雇用

の拡大と効果的な支援を通じて、より迅速でより幅広い包括的な経済成長を実現することを

目標としている。主な課題としては、農業の再活性化、雇用の拡大、貧困層への基礎的サー

ビスの提供、製造業の競争力の改善、格差と分断の解消などが挙げられている。分野別の経

済成長率については、それぞれ、サービス部門で 9～11％、工業部門で 10～11％、農業部門

の 4％を目指している。 
インドにおけるインフラ整備は IT・サービス産業を中心に発展してきたが、近年では産業

インフラ投資を推進し、製造業にも注力している。これにより電力や上下水道、道路、鉄道、

港湾、空港などが供給され、市場創出が期待されている。第 11 次 5 ヵ年計画で も力を入

れているインフラ投資は電力で、インフラ投資の 51.2％を占め、電力不足解消を 優先課題

としてあげている。次に鉄道（12.4％）、水道（11.5％）となっている。なお、1 年あたりの

インフラ投資額（全分野合計）は、対 2007 年 GDP 比の実に 9％を占める。 
 

           第 11 次 5 ヵ年計画のインフラ投資    （単位：億ルピー） 

 投資額 シェア(%) 
全分野合計 201,621 100.0 
電力 103,160 51.2 
鉄道 25,100 12.4 
水道 23,180 11.5 
空港 13,311 6.6 
道路 12,176 6.0 
電話 12,163 6.0 
港湾 6,897 3.4 
天然ガス 3,934 2.0 
都市開発 1,366 0.7 
石炭採掘 334 0.2 

出所）Government of India, Planning Commission 等より NRI 作成 
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（２）環境政策 

①中国 

中国では、前述のとおり、2011 年 3 月に第 12 次 5 カ年計画が正式に策定される見込みで

ある。計画は分野別にも策定されることになっているため、環境政策を管轄する環境保護部

においても、第 12 次 5 カ年計画の草案が 2010 年に公表されている。詳細については、参考

資料として「中国の環境保全基準に関する「第 12 次 5 カ年計画」（公開草案）」を掲載して

いるので、参照頂きたい。 
その中で、注目すべき動きとしては、汚染物質の排出削減に向けた総量規制の導入の可能

性である。汚水総合排出基準を強化することで、化学的酸素要求量、アンモニア態窒素を、

火力発電所からの排出規制を強化することで、二酸化硫黄、窒素酸化物についての規制値の

設定が行われることになっている。また、有毒重金属（鉛、カドミウム、クロム、水銀、ヒ

素など）についても、地表水、大気、土壌中の規制項目と規制値の設定が行われることとな

っている。 
さらに、これに付随して、環境管理モニタリング基準についても改訂が予定されている。

現行のモニタリング方法のうち、検出方法について、設備や方法に立ち遅れがあるものを中

心に改訂する予定であり、自動モニタリングの導入を推進することとなっている。 
 
なお、政府は目標をより確実に達成するために、第 12 次 5 カ年計画の環境関連分野の中

でも、より積極的な投資を行うことを明記している。その内訳は、以下のとおりであるが、

例えば、都市の汚水処理場については、総額 1,539 億 6,900 万元の投資計画が公表されてい

る。 
排水処理投資計画 

対象 総額 
都市汚水処理場 1,539 億 6,900 万元 
市汚水処理場（地区） 263 億元 
市汚水処理場（県） 96 億元 
県都汚水処理場 282 億元 
汚水収集管網 773 億元 
都市汚水処理場改造工事 773 億元 
県都汚水処理場改造工事 31 億元 

 
第 12 次 5 カ年計画期においても、省都と地区クラスの市の汚水処理場の建設が重点に掲

げられている。第 12 次 5 カ年計画に則り、汚水処理場を建設しなければならない都市は 379
に達し、都市総数の 58％を占めている。また、新規建設する汚水処理施設は、中小規模の施

設が中心になるとされている。 
 

②インド 

インドでは、森林環境省と中央公害管理委員会 CPCB（Central Pollution Control Board）
が環境政策を主に管轄している。CPCB は、特に環境管理等の技術面でのサポートを担う重

要な組織である。また、CPCB は、大気汚染や水質汚濁に限らず、廃棄物管理や騒音対策な
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ど、様々な公害対策に携わるとともに、各州に設置されている州公害管理委員会（SPCB）

を統括している。 
 
第 11 次 5 ヵ年計画（2007～12 年）の作成時には、森林環境省主導のワーキンググループ

が開かれ、その内容は「Report of the Working Group on Environment and Environmental 
Regulatory Mechanisms」として取りまとめられ、公表されている。 
その中では、大気や水質モニタリングにおける信頼性向上が必要とされており、モニタリ

ングする地点の増設や地理情報システム（GIS：Geographic Information System）をベー

スとしたシステムの構築（主に大気）に取り組むとされている。水分野では、中小企業への

汚染防止対策も盛り込まれている。 
また、近年の動きとしては、IT 産業の急速な成長ととともに、PC や携帯電話等のリサイ

クルが大きな課題となっており、2010 年 5 月には電気電子廃棄物規則の素案も公表された

ところである。 
 
 

（３）インフラの現状 

中国、インドにおいて、大気汚染への影響が懸念される石炭火力発電の整備状況や、上下

水道インフラの整備状況を概説する。 
まず、対象国の発電電力量では、中国、インドともに直近 10 年で大幅に増加している。

特に中国は 2003 年頃から急激に増加し、2007 年で約 33 億 MWh となっている。インドは、

2007 年で約 8 億 MWh である。発電ポートフォリオでは、中国、インドともにその多くを

石炭火力に依存している。再生可能エネルギーの導入も一定程度進むと考えられるが、需給

状況を勘案すると、ベース電源である石炭への依存が当面続くものと想定される。 
 

中国の発電状況 
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インドの発電状況 
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出所）World Development Indicator 

 
また、上下水道の普及率では、中国、インドともに都市部の給水率は良好といえる。しか

し、都市部の衛生施設整備や、地方における給水率、衛生施設の整備率はともにいまだ不十

分といえる。 
 

対象国の給水率、衛生施設の整備状況 

都市の給水（％） 地方の給水（％） 都市の衛生施設（％） 地方の衛生施設（％）
中国 93 67 69 28
インド 95 83 59 22  

出所）アジア開発銀行 アジア水開発展望（2007） 

 

 

（４）大規模な開発計画 

中国では、シンガポールが協力する「中新天津エコシティ」のような環境配慮型の新都市

開発が多数計画されている。天津近郊に人口 35 万人の都市を新たに建設中で、再生可能エ

ネルギーの導入や公共交通機関の整備、環境産業への転化などに取り組むものである。また、

天津の北にある唐山市の大手製鉄会社が進出した「曹妃甸国際エコシティ」は、100km2 に

人口 100 万人の巨大都市を造る計画である。 
中国のエコシティでは、目指すべき指標が示されており、例えば「1 人当たりの CO2 排出

量は年間 4t」「再生可能エネルギーが占める割合は 20％以上」「都市生活ゴミの無害化処理

率は 70％以上」「汚水再生利用率は 30％以上」といったものが挙げられる。 
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13 か所のエコシティ計画 

 

出所）中国都市科学研究会資料 

 

インド政府は、GDP に占める製造業の比率を引き上げるため、“国家製造政策（National 
Manufacturing Policy）”を作成している。同国は、GDP に占める製造業比率を、2020 年

までに現在の 17%から 25%に引き上げることを計画している。現在の 17%という比率は、

1991 年から横這いであり、同レベルの経済水準の国と比較しても低い。 
また、同国政府は、デリー・ムンバイ間産業大動脈（DMIC：Delhi - Mumbai Industrial 

Corridor）を中心に、国家製造投資区域（NMIZ3：National Manufacturing and Investment 
Zones）を設立することを計画している。これは、特別経済区（SEZ：Special Economic Zones）
における様々な問題が表面化したことにより持ち上がっている計画で、同国では、特別経済

区法（Special Economic Zones Act of 2005）のもとで、多くの SEZ プロジェクトが承認さ

れてきたが、それらのうちの多くは、土地の取得やその他の障壁により頓挫している例も多

い。 
なお、同国では、2010 年 10 月までに、579 件の SEZ プロジェクトが承認されているが、

それらのうち、実際に操業しているプロジェクトは 122 件のみである。 
 

                                                  
3 2011 年 1 月時点でラジャスタン州にある 10,000 ヘクタールの地区がインド初の NMIZ に内定した模様。 
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デリー・ムンバイ間産業大動脈構想(DMIC) 

 

出所）日本貿易会 

 

州別ＳＥＺ数と認可済みＳＥＺの占める割合 

 

州別ＳＥＺ数とＳＥＺの平均的な面積 

 

出所）http://www.indiasezpolitics.org/ 
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１－４．対象国の環境分野の法規制とモニタリングデータ 

 

（１）大気汚染 

①中国 

大気汚染を防止し、生活環境と生態環境を保護・改善、人体の健康を保障、経済と社会の

持続可能な発展を促進するため、「大気汚染防止法」が 1987 年に制定された。国務院や地方

の各級人民政府の責務として、①大気環境保護事業を国民経済・社会発展計画に組み入れる

こと、②産業配置を合理的に計画すること、③大気汚染防止の科学研究を強化すること、④

大気防止の措置を採り、大気環境を保護・改善すること、を定めている。 
 

大気汚染物の綜合排出基準4 

No. 対象物質 高許容排出濃度 
(㎎/m3) 

高許容排出量（Kg/h） 
※排気煙突40mの場合の例 

測定地点における 
高濃度値 

2級基準 3級基準 モニタリング

ポイント 
濃度 

(㎎/m3) 

1 二酸化硫黄 

960 
（硫黄、二酸化硫黄、硫酸と
その他含硫化化合物の生産） 25 38 

敷地外濃
度の 高
点（注 1） 

0.40 550 
（硫黄、二酸化硫黄、硫酸と
その他含硫化化合物の使用） 

2 
 窒素酸化物 

1400 
（硝酸、アンモニア肥料と

火薬の生産） 7.5 11 同上 0.12 
240 

（硝酸の使用とその他） 

3 粒子状物質 

18 
（炭塵埃、染料塵埃） 5.8 8.5 同上 肉眼で検出不

可であること 
60 

（ガラス繊維状塵、石英粉塵、
鉱さい繊維状塵） 

20 30 同上 1.0 

120 
（その他） 39 59 同上 1.0 

4 塩化水素 100 2.6 3.8 同上 0.20 
5 クロム酸ミスト 0.07 0.08 0.12 同上 0.0060 

6 
 硫酸ミスト 

430 
（火薬工場） 15 23 同上 1.2 45 
（その他） 

7 フッ化物 
90 

（一般カルシウム工場） 1.0 1.5 同上 20μg/m3 9.0 
（その他） 

8 塩素ガス（注3） 65 2.9 4.4 同上 0.40 
9 亜鉛とその化合物 0.7 0.047 0.071 同上 0.0060 
10 水銀とその化合物 0.012 15×10-3 23×10-3 同上 0.0012 
11 カドミウムとその化合物 0.85 0.50 0.77 同上 0.0040 
12 ベリリウムとその化合物 0.012 11×10-3 16×10-3 同上 0.0008 
13 ニッケルとその化合物 4.3 1.5 2.3 同上 0.04 
14 錫とその化合物 8.5 3.0 4.6 同上 0.24 
15 ベンゼン 12 5.6 7.6 同上 0.4 
16 トルエン 40 30 46 同上 2.4 
17 キシレン 70 10 15 同上 1.2 
18 フェノール類 100 1.0 1.5 同上 0.008 

                                                  
4 1997 年 1 月 1 日以降に設置（新設／増設／改造）された汚染源に適用。 
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No. 対象物質 高許容排出濃度 
(㎎/m3) 

高許容排出量（Kg/h） 
※排気煙突40mの場合の例 

測定地点における 
高濃度値 

2級基準 3級基準 モニタリング

ポイント 
濃度 

(㎎/m3) 
19 ホルムアルデヒド 25 2.6 3.8 同上 0.20 
20 アセトアルデヒド 125 0.5 0.77 同上 0.04 
21 アクリロニトリル 22 7.5 11 同上 0.60 
22 アクロレイン 16 5.0 7.6 同上 0.40 
23 シアン化水素（注4） 19 0.88 1.3 同上 0.024 
24 メタノール 190 50 70 同上 12 
25 アニリン類 20 5.0 7.6 同上 0.40 
26 クロルベンゼン類 60 4.3 6.5 同上 0.40 
27 ニトロベンゼン類 16 0.50 0.77 同上 0.040 
28 クロロエチレン 36 7.5 11 同上 0.60 

29 ベンゾaピレン 
0.3×10-3 

（アスファルトおよび炭素
製品の生産と加工） 

0.50×10-3 0.76×10-3 同上 0.008 
(μg/m3) 

30 ホスゲン（注5） 3.0 0.59 0.88 同上 0.080 

31 アスファルト粉塵 

140 
（吹き付け） 

2.3 3.5 
製造設備に顕著な開放
部・排出があってはならな
い 

40 
（溶製、浸し塗り） 

75 
（建築撹拌） 

32 石綿粉塵 繊維 1 本/cm3 あるいは
10mg/m3 6.2 9.3 

製造設備に顕著な開放
部・排出があってはならな
い 

33 非メタン系炭化水素 
120 

（溶剤ガソリンまたはその
他混合炭化水素類） 

100 150 
敷地外濃
度の 高
点（注 1） 

4.0 

1 類区：自然保護区、風景名勝区やその他特別な保護が必要な地区（1 級基準を適用） 
2 類区：都市計画により設定された居住区、商業交通居住混在区、文化区、一般工業区や農村区（2 級基準適用） 
3 類区：特定工業区（3 級基準を適用） 
（注 1）一般に排出源の風下方向にある事業所の境界外 10m の範囲内に設置 
（注 2）遊離二酸化ケイ素を 10%以上含む粉塵全てをさす。 
（注 3）塩素ガスを排出する排気筒高度は 25m を下回ってはならない。 
（注 4）シアン化水素を排出する排気筒高度は 25m を下回ってはならない。 
（注 5）ホスゲンを排出する排気筒高度は 25m を下回ってはならない。 

出所）日本企業のための中国環境法詳解 
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大気環境品質基準 

汚染物名称 データ種類 
濃度上限値 

濃度単位 
1 級基準 2 級基準 3 級基準 

二酸化硫黄（SO2） 
年平均 0.02  0.06  0.10  

mg/㎥ 
（標準状
態） 

日平均 0.05  0.15  0.25  
一時間平均 0.15  0.50  0.70  

総浮遊粒子状物質(TSP) 
年平均 0.08  0.20  0.30  
日平均 0.12  0.30  0.50  

可吸入粒子状物質
(PM10) 

年平均 0.04  0.10  0.15  
日平均 0.05  0.15  0.25  

（窒素酸化物 NOX）④ ― ― ― ― 

二酸化窒素⑤(NO2） 
年平均 0.04  0.08  0.08  
日平均 0.08  0.12  0.12  

一時間平均 0.12  0.24  0.24  

一酸化炭素(CO) 年平均 
一時間平均 

4.00  
10.00  

4.00  
10.00  

6.00  
20.00  

オゾン⑤(O3) 一時間平均 0.16  0.20  0.20  

μg/㎥ 
（標準状
態） 

鉛（Pb) 
季節平均 1.50  
年平均 1.00  

ベンゾ(a)ピレン[B(a)P] 日平均 0.01  

フッ素化合物(F) 

日平均 7① 
一時間平均 20① 
月平均 1.8② 3.0③ μg/ 

（d ㎡・d） 植物生長季平均 1.2② 2.0③ 
注  ①都市地区に適用 

②牧畜業地区、牧畜業を主とする半農半牧地区、養蚕地区に適用 
③農業、林業地区に適用 
④窒素酸化物(NOＸ）の基準は 2000 年 1 月 6 日に廃止 
⑤二酸化窒素(NO2）、オゾン(O3)の基準値は 2000 年 1 月 6 日に変更されたもの 

1 類区：自然保護区、風景名勝区やその他特別な保護が必要な地区（1 級基準を適用） 
2 類区：都市計画により設定された居住区、商業交通居住混在区、文化区、一般工業区や農村区（2

級基準適用） 
3 類区：特定工業区（3 級基準を適用） 

出所）日本企業のための中国環境法詳解 

 

中国国内の二酸化硫黄排出量は統計上、微減傾向にあり、煤塵についても同様である。工

業燃焼燃料時の二酸化硫黄排出の基準についても 80％以上と高い水準で推移しており、生産

工程における達成率も 2006 年以降 80％を超えている。また、中国の主要省市を対象に行っ

たモニタリング調査では、山東省が も二酸化硫黄の排出量が多く、次いで河南省や内蒙古

と続いている。 
大気に係る主要指標 

出所）中国環境統計公報 

項目 単位 2005 2006 2007 
二酸化硫黄排出量 億トン 2,549  2,589  2,468  
煤塵排出総量 万トン 1,183  1,089  987  
工業粉塵排出量 万トン 911  808  699  
工業燃焼燃料二酸化硫黄排出基準達成率 ％ 81% 82% 87% 
工業生産工程二酸化硫黄排出基準達成率 ％ 71% 81% 82% 
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省別の二酸化硫黄（SO2）の排出状況（2006 年） 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0.0 

50.0 

100.0 

150.0 

200.0 

250.0 

北
京

天
津

河
北

山
西

内
蒙
古

遼
寧

吉
林

黒
竜
江

上
海

江
蘇

浙
江

安
徽

福
建

江
西

山
東

河
南

湖
北

湖
南

広
東

広
西

海
南

重
慶

四
川

貴
州

云
南

西
蔵

陜
西

甘
粛

青
海

寧
夏

新
疆

工業二酸化硫黄排出量 生活二酸化硫黄排出量 工業由来率

万トン

 
出所）主要汚染物総量規制削減管理マニュアル 2008（国家環境保護部総量規制弁公室） 

 

 

②インド 

大気汚染の防止、管理及び削減の促進を目的として、「大気汚染防止法（The Air 
Prevention and Control of Pollution Act）」が 1981 年に制定されている。また、中央公害管

理局及び州公害管理局に目標達成に必要な権限を付与している。州公害管理局には汚染管理

地域を指定し、その地域における工業活動を制限する権限が付与されている。 
 

大気排出基準 

Parameter Standard(mg/Nm3)
Particulate Matter [PM] 150
Total Fluoride 25
Asbestos 4 fibers/cc and dust not more than 2 mg/Nm3
Mercury 0.2
Chlorine 15
HCl vapour and  mist 35
Sulphuric acid mist 50
Carbon monoxide 1% max (v/v)
Lead 10mg/Nm3  

出所）日本産業機械工業会「平成 18 年度海外環境ビジネスに関する調査研究 」 
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大気環境基準 

単位：μg/m3

Pollutant Time-weighted average Unit Industrial Area
Residential,

Rural and Other Area
Sensitive Areas

Anuual average* μg/m3 80 60 15
24 hours average** μg/m3 120 80 30

Anuual average* μg/m3 80 60 15
24 hours average** μg/m3 120 80 30

Anuual average* μg/m3 360 140 70
24 hours average** μg/m3 500 200 100

Anuual average* μg/m3 120 60 50
24 hours average** μg/m3 150 100 75

Anuual average* μg/m3 1.0 0.75 0.5
24 hours average** μg/m3 1.5 1.0 0.75
8 hours average** mg/m3 5.0 2.0 1.0

1hours mg/m3 10 4.0 2.0
* Annual arithmetic mean of minimum 104 measurements in a year taken twice a week 24 hourly at uniform interval
** 24 hourly/8hours values shall be met 98% of the time in a year , 2% of the time, it may exceed but not on two consecutive days

SO2

Oxides of Nitrogen as NO2

SPM

RespirableParticulate Matter
(RPM)(＜10microns)

Pb

CO

 

出所）日本産業機械工業会「平成 18 年度海外環境ビジネスに関する調査研究 」 

 
インドの都市内の居住地域を対象に行ったモニタリング調査では、二酸化硫黄、二酸化窒

素は基準値内を示しているが、粒子状物質については対策が不十分な状況である。 
 

大気環境モニタリングデータ 

（SO2） 

 

（NO2） 

 
（PM） 

 

出所）Central Pollution Control Board 

 

 

（２）水質汚濁 

①中国 

水質汚染を防止し、環境を保護・改善、飲用水の安全を保障、経済社会の全面的な協調と

持続可能な発展を促進することを目的とした、「水質汚染防止法」が 1984 年に制定された。
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中国国内の河川、湖、運河、水路、ダムなどの地表水、及び地下水源の汚染防止のために適

用する。香港・マカオ両特別行政区には適用されない。県級以上の人民政府の環境保護主管

部門は、水質汚染防止に対して統一的な監督・管理を実施する。ここでは、代表例として地

表水のみ取り上げる。 
 

地表水水質環境基準（GB 3838-2002）使用目的（機能区分） 

類型 使用目的（機能区分） 
Ⅰ類 主に水源水、国家自然保護区 
Ⅱ類 主に生活飲用水 1 級保護区、希少魚類保護区、魚・海老産卵場 
Ⅲ類 主に生活飲用水 2 級保護区、一般魚類保護区、遊泳区 
Ⅳ類 主に一般工業用水区、直接人体に触れない娯楽用水区 
Ⅴ類 主に農業用水区、一般の景観上必要な水域 

出所）日本企業のための中国環境法詳解 

 

地表水質環境基準基本項目規制値 

単位：mg/L 
分類・標準値・項目 Ⅰ類 Ⅱ類 Ⅲ類 Ⅳ類 Ⅴ類 

水温 
人為的に引き起こされる水温変化の限界は、次の通りとする。 
・週平均 大温度上昇範囲は≦1℃ 
・週平均 大温度降下範囲は≦2℃。 

pH 6～9 

溶存酸素≧ 飽和率 90% 
（或いは 7.5） 6 5 3 2 

総マンガン塩指数≦ 2 4 6 10 15 
CODcr≦ 15 15 20 30 40 
BOD5≦ 3 3 4 6 10 

アンモニア窒素(NH3-N) 0.15  0.50  1.0  1.5  2.0  
総リン(TP)≦ 
()は湖、ダム 

0.02 
(0.01) 

0.1 
(0.025) 

0.2 
(0.05) 

0.3 
(0.1) 

0.4 
(0.2) 

窒素(N)≦ 0.2  0.5  1.0  1.5  2.0  
総銅≦ 0.01 1.00  1.00  1.00  1.00  
総亜鉛≦ 0.05 1.00  1.00  2.00  2.00  
フッ化物(F)≦ 1.0 1.0  1.0  1.5  1.5  
セレン≦ 0.01 0.01  0.01  0.02  0.02  
全砒素≦ 0.05 0.05  0.05  0.10  0.10  
総水銀≦ 0.00005 0.00005  0.00010  0.00100  0.00100  
総カドミウム≦ 0.001 0.005  0.005  0.005  0.010  
クロム（6 価）≦ 0.01 0.05  0.05  0.05  0.10  
鉛≦ 0.01 0.01  0.05  0.05  0.10  
総シアン化合物≦ 0.005 0.050  0.200  0.200  0.200  
フェノール≦ 0.002 0.002  0.005  0.010  0.100  
石油類≦ 0.05 0.05  0.05  0.50  1.00  
イオン活性剤≦ 0.2 0.2  0.2  0.3  0.3  
硫化物≦ 0.05 0.10  0.20  0.50  1.00  
総大腸菌群（個/L）≦ 200 2,000 10,000 20,000 40,000 

出所）日本企業のための中国環境法詳解 
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汚水綜合排出基準(GB 8978-1996)（抄）第一類と第二類の比較内容 

分類 第一類 
汚染物 高許容排出濃度 

第二類 
汚染物 高許容排出濃度 

規制項目 
－総水銀、アルキル水銀、カ

ドミウムなど毒性がある 
13 項目が対象 

－pH、懸濁物質（SS）、COD、BOD など 26 項目が対象
（1997.12.31 まで） 

－pH、懸濁物質（SS）、COD、BOD など 56 項目が対象
（1998.1.1 以降） 

規制箇所 

－工場内の各施設の排出口
においてサンプリング、濃
度規制（mg/L） 

（製造工程内で基準濃度以
下に抑制） 

－工場敷地からの排出口でモニタリング、濃度規制（mg/L） 
（専用汚水処理施設にて基準値以下に処理） 

その他 － 

－特定の 18 業種（非鉄金属、コークス、石油精製等）には、
濃度規制だけではなく 高許容排水量（水の 低許容重複
利用率）を設定（1997.12.31 まで） 

－特定の 22 業種（非鉄金属、コークス、石油精製等）には、
濃度規制だけではなく 高許容排水量（水の 低許容重複
利用率）を設定（1998.1.1 以降） 

基準の適用 － 

－1 級基準はⅢ類水域とⅡ類海域への排水に適用 
－2 級基準はⅣ、Ⅴ類水域とⅢ類海域への排水に適用 
－3 級基準は 2 級下水処理場を設置されてない都市排水網へ

の排水に適用 
＊Ⅰ、Ⅱ類水域及びⅢ類水域のうち保護区とⅠ類海域への新

しい汚染物排出口の設置を禁止、既存の排出口は水域機能
の要求に応じて水質汚染物総量規制を実施しなければな
らない。 

出所）日本企業のための中国環境法詳解 

 
中国国内の廃水排出総量は増加を続けているが、COD、アンモニア窒素ともに統計上では

減少傾向にある。工業排水排出基準達成率についても、90％以上を維持している。なお、都

市汚水処理率は、50％未満と低い水準で推移している。 
また、中国の主要省市を対象に行ったモニタリング調査では、広西省が も CDO 排出量

が多く、次いで広東省や湖東省と続いている。工業由来の COD が多い省としては、広西省

以外にも、河南省や江蘇省が挙げられる。 
 

廃水に係る主要指標 

  単位 2005 2006 2007 
廃水排出総量 億トン 525  537  557  
COD 排出量 万トン 1,414  1,428  1,382  
アンモニア窒素排出量 万トン 150  141  132  
工業排水排出基準達成率 ％ 91% 92% 92% 
工業用水再利用率 ％ 75% 81% 82% 
都市汚水処理率 ％ 37% 43% 49% 

出所）中国環境統計公報 
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省別の COD の状況（2008 年） 
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出所）中国国家統計局 

 

 

②インド 

1974 年に、水質汚染の防止、制限及び水質の向上を目的とした「水質汚染（防止及び管理）

法」が制定されている。水質汚染法の目的事項達成のために、中央公害管理局（Central 
Pollution Control Board）を設立し、必要な権限を与えている。また、水質汚染（防止及び

管理）規則で、中央公害管理局の機能を詳細に規定している。 
水質汚濁に関する環境基準については、環境保全規則（Environmental Protection Rules）

にて定められている。 
 

Environment Protection Rules, 1986 で設定されている排水処理施設の排水基準 

 mg/L unless specified 

Primary 
Treatment1,2 

Treated Effluent 
Into Inland 

Surface Waters(a) 
On Land for 
Irrigation 

(b) 
Into Marine 

Coastal Areas(c) 
PH 5.5-9.0 5.5-9.0 5.5-9.0 5.5-9.0 
BOD (3 days at 27C) - 30 100 100 
COD - 250 - 250 
Temperature 
(degree Celsius) 

45 

Shall not exceed 
40C in any section 
of the stream 
within 15 meters 
downstream from 
the effluent outlet 

- 45C at the point 
of discharge 

Oil and grease 20 10 10 20 
Suspended Solids - 100 200 For process waste 

waters-100(b). 
For cooling water 
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 mg/L unless specified 

Primary 
Treatment1,2 

Treated Effluent 
Into Inland 

Surface Waters(a) 
On Land for 
Irrigation 

(b) 
Into Marine 

Coastal Areas(c) 
effluents 10 per 
cent above total 
suspended matter 
of in effluent 
cooling water 

Dissolved Solids 
(Inorganic) - 2100 2100 - 
Total residual Chlorine - 1.0 - 1.0 
Phenolic compounds  
(as C6H5OH) 

5.0 1.0 - 5.0 

Ammonical Nitrogen 
(as N) 

50 50 - 50 

Total Kjeldahl Nitrogen - 100 - 100 
Cyanide (as CN) 20 0.2 0.2 0.2 
Chromium (as CR 6*) 2.0 - - - 
Chromium (Total, as CR) 2.0 2.0 - 2.0 
Copper (as Cu) 3.0 3.0 - 3.0 
Lead (as Pb) 1.0 0.1 - 1.0 
Nickel (as Ni) 3.0 3.0 - 5.0 
Zinc (as Zn) 15 5.0 - 15 
Arsenic (as As) 0.2 0.2 0.2 0.2 
Mercury (as Hg) 0.01 0.01 - 0.01 
Cacuminal (as Cd) - 1.0 - 2.0 
Cadmium (as Cd) 1.0 - - - 
Selenium (Se) 0.05 0.05 - 0.05 
Fluoride (as F) 15 2.0  15 
Boron (as B) 2.0 2.0 2.0 - 
Chloride (as Cl) - 1000 600 - 
Per Cent sdium - - 60% - 
Sulphate (as SO4) - 1000 1000 - 
Sulfide (as S) - 2.8 - 5.0 
Pesticides - Absent - Absent 
Radioactiv
e 
Materials 

Alpha 
emitter, 
Hc/mL 

10-7 - - - 

Beta 
emitter, 
Hc/mL 

10-8 - - - 

1. These standards apply to the small scale industries, i.e. total discharge upto 25Kl/day 
2. For each CETP and its constituent units, the state board will prescribe standards as per the local needs 

and conditions; these can be more stringent than those prescribed in the table. 

出所）日本産業機械工業会「平成 18 年度海外環境ビジネスに関する調査研究 」 
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汚染物質の一般的な排水基準 

 Treated Effluent 
Into Inland 
Surface 
Waters 
(a) 

Public 
Sewers 
(b) 

On Land for 
Irrigation (c) 

Into Marine 
Coastal 
Areas (d) 

Arsenic ( as As) 0.2 0.2 0.2 0.2 
Mercury(as Hg) 0.01 0.01 - 0.01 
Lead ( as Pb) 0.1 1.0 - 2.0 
Cadmium( as Cd) 2.0 1.0  2.0 
Hexavalent Chromium (asCR 
6+) 0.1 0.2 - 1.0 
Chromium (Total, as CR) 2.0 2.0  2.0 
Copper (as Cu) 3.0 3.0 - 3.0 
Zinc (as Zn) 5.0 15 - 15 
Selenium (Se) 0.05 0.05 - 0.05 
Nickel ( as Ni) 3.0 3.0 - 5.0 
Cyanide (as CN) 0.2 2.0 0.2 0.2 
Fluoride(as F) 2.0 15 - 15 
Dissolved Phosphates(as 
P) 5.0 - - - 
Sulphide (as S) 0.2 - - 5.0 
Phenolic compounds( as 
C6H5OH) 1.0 5.0 - 5.0 
Radioactive 
Materials 

Alpha 
emitters,Micro 
curie/mL 

10-7 10-7 10-8 10-7 

Beta 
emitters,Micro 
curie/mL 

10-6 10-6 10-7 10-6 

Bio-assay test 
90% survival 
of fish after 
96 hours in 
100% effluent 

90% 
survival of 
fish after 
96 hours 
in 100% 
effluent 

90% survival 
of fish after 
96 hours in 
100% 
effluent 

90% 
survival of 
fish after 96 
hours in 
100% 
effluent 

Manganese (as Mn) 2 2 - 2 
Iron ( as Fe) 3 3 - 3 
Vanadium(as V) 0.2 0.2 - 0.2 
Nitrate Nitrogen 10 - - 20 
Pesticides (μg/L) - - - - 
(i)Benzene hexachloride 10 - 10 10 
(ii)Carbaryl 10 - 10 10 
(iii)DDT 10 - 10 10 
(iv)Endosulfan 10 - 10 10 
(v)Diamethoate 450 - 450 450 
(vi) Penitrothion 10 - 10 10 
(vii)Malathion 10 - 10 10 
(viii)Phorate 10 - 10 10 
(ix)Methyl Palathion 10 - 10 10 
(x) Phenthoate 10 - 10 10 
(xi) Pyrethrums 10 - 10 10 
(xii)Copper Oxychloride 9600 - 9600 9600 
(xiii)Copper Sulphate 50 - 50 50 
(xiv)Ziram 1000 - 1000 1000 
(xv) Sulphur 30 - 30 30 
(xvi)Paraouat 2300 - 2300 2300 
(xvii) Proponil 7300 - 7300 7300 
(xviii) Nitrogen 780 - 780 780 

出所）日本産業機械工業会「平成 18 年度海外環境ビジネスに関する調査研究 」 
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（３）廃棄物処理 

①中国 

固体廃棄物環境汚染防止法は、1995 年に制定された、中国の廃棄物行政の根幹をなす法律

である。2004 年の法改正により、三化原則（「減量化」「資源化」「無害化」）や、汚染者負担

の原則が明示された。また、中央政府や地方政府の責務についても規定されている。 
工業固体廃棄物については、特別な措置が取られている。特に重大な環境汚染を引き起こ

すような旧式設備を期限付きで廃止させるためのリストを制度で規定している。 
生活ごみについては、県級以上の環境衛生部門が、都市ごみの清掃、収集、輸送及び処分

の義務を負う。 
危険廃棄物は、医療系や石油系、重金属等が主な対象となっており、腐食性、毒性、可燃

性、反応性、感染性の 5 つの危険特性が定められている。排出事業者は処分する義務を負う。 
中国国内の工業固形廃棄物の発生量は急速に増加しており、2007年は 2005年に比べて 1.3

倍の発生量となっている。また、工業固形廃棄物の総合利用率については、60％を超える水

準である。 
工業固体廃棄物に係る主要指標 

  単位 2005 2006 2007 
工業固形廃棄物発生量 万トン 134,449  151,541  175,632  
工業固形廃棄物総合利用率 ％ 56% 60% 62% 

出所）中国環境統計公報 
 
 

②インド 

インドでは廃棄物は、大きく都市廃棄物（Municipal Solid Waste）、有害廃棄物（Hazardous 
Waste）及び医療廃棄物(Bio-Medical Waste)に分類されている。「都市廃棄物に関する規則

（MSW rules,2000）」が 2000 年に制定されており、都市の生活ごみは同法に基づき管理さ

れる。 
「有害廃棄物」に該当する廃棄物の管理は、「有害廃棄物（管理及び取扱い）に関する規則」

に規定されている。医療系廃棄物の管理は「医療系廃棄物（管理及び扱い）に関する規則」

に規定されている。 
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インドにおける廃棄物の分類 

発生源 分類 該当する規則 
病院  医療廃棄物 Bio-medical wastes(Handling 

and management) rules,1989 
産業（工場） 産業（有害）廃棄物 Hazardous wastes (management 

and handling) rules, 1989 
事務所 都市廃棄物, オフィス廃棄物 MSW (management and 

handling) Rules,2000 住宅 都市廃棄物 
市場 Commercial waste(similar to 

MSW) 
MSW (management and 
handling) Rules,2000 

小規模の工場 Industrial/hazardous 
waste/MSW 

MSW (management and 
handling) Rules,2000 
Hazardous wastes (management 
and handling) rules, 1989 

公園 Horticulture waste MSW (management and 
handling) 
Rules,2000 

出所）日本産業機械工業会「平成 18 年度海外環境ビジネスに関する調査研究 」 

 

MSW rules,2000 の概要 

項目 内容 
責任 ・中央公害管理局：MSW rules,2000 の実行状態を監視する責任がある 

・地方自治体：MSW rules,2000 を実行する責任がある 
収集及び

分別 
・地方自治体（municipalities）は一般の住宅、事業所や廃棄物集積所から廃棄物

を収集すること。その際、有害廃棄物及び医療系廃棄物を都市廃棄物と混合して

はいけない。 
・廃棄物は有機物、リサイクル可能な資源物及びその他の無機物に分別しなければ

いけない。 
・地方自治体は廃棄物収集のため街路に収集容器（bins）を設置すること。廃棄物

の分別を促進するために緑（生物分解可能な廃棄物）、白（資源物）及び黒（そ

の他）の収集容器を設置する。また、これらの容器から廃棄物の収集を定期的に

行うこと。 
・ 終処分所への負荷を軽減するため、有機物を中間処理した上で処分すること。 

終処分

場に関す

る規格 

・ 終処分場の場所を選定する際、地下水への影響を十分考慮すること。20-30 年
間廃棄物の処分ができる大きさの場所を選定し、周辺の土地との間に緩衝地帯を

設けること。既存の 終処分場で 5 年間以上廃棄物が処分される予定のあるもの

についてはこの規則が適用される。 終処分場に運ばれる廃棄物を適切に管理し

て計量ブリッジを設けること。 
・ 終処分場のごみ層の上に 低 10cm の覆土を設けること。また、排水を適切に

管理し、流出を防ぐこと。処分場を閉鎖する際はキャッピング（60cm 以上、透

水率が 10-7cm/sec より小さい覆土、排水層（15cm）、植物層（45cm））を設

けること。 
・ 終処分場の底部及び壁部にライニング層を設け、浸出水の処理施設を確保する

こと（浸出水の放流基準が MSW Rules 2000 で規定されている）。 
・サイト周辺の水質・大気質のモニタリングを定期的に行うこと。 
・埋め立てガス収集のため通気管を設け、埋め立てガスは適切に利用すること。 
・ 終処分場の閉鎖後は、 低 15 年間モニタリングを継続すること。 
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２．中国・インドにおける環境協力・環境ＯＤＡの実施状況 

 

環境問題を解決するために、我が国と中国・インドにおいて実施されている環境協力の内容、

ODA の実施状況を整理した。 
 

（１）中国へのＯＤＡ供与状況 

外務省によれば、「対中 ODA は 1979 年に開始されており、2009 年度までに有償資金協力

（円借款）を約 3 兆 3,165 億円、無償資金協力を 1,544 億円、技術協力を 1,704 億円、総額

約 3 兆円以上の ODA が実施」されている。また、「過去の ODA 事業では、中国に道路や空

港、発電所といった大型経済インフラや医療・環境分野のインフラ整備のための大きなプロ

ジェクトを実施し、現在の中国の経済成長が実現する上で大きな役割を果たしている」とい

われている。中国への ODA のうち、日本からの ODA の占める割合は極めて高い。 
近では、上海等の沿岸部を中心に急速な経済成長を遂げていることもあり、中国への

ODA は近年減少傾向にある。個別案件では、内陸部の地方都市における水環境整備や廃棄

物処理に関する案件が多い。 
 

我が国の年度別・援助形態別対中国経済協力実績 

（単位：億円） 
年度 円借款 無償資金協力 技術協力 

2004年 858.75 41.10 283.73 (59.23) 
2005年 － 14.40 363.79 (52.05) 
2006年 1,371.28 24.02 309.68 (43.24) 
2007年 463.02 14.49 281.25 (37.08) 
2008年 － 19.92 (0.19) 33.91 
累計 33164.86 1530.13 (0.19) 1,671.86 

・「金額」は、円借款及び無償資金協力は交換公文ベース、技術協力は JICA 経費実績及び各府省庁・各都道府

県等の技術協力経費実績ベースによる。草の根・人間の安全保障無償資金協力と日本 NGO 連携無償資金協

力、草の根文化無償資金協力に関しては贈与契約に基づく。 
・円借款の累計は債務繰延・債務免除を除く。 
・（ ）内は JICA が実施している技術協力事業の実績 

（出所）外務省国別データブック（中国） 

 

諸外国の対中国経済協力実績 

年 1 位 2 位 3 位 4 位 5 位 合計 

2003 
日本 

759.72 

ドイツ 

152.18 

フランス 

74.29 

英国 

47.39 

豪州 

31.83 
1,139.47 

2004 
日本 

964.69 

ドイツ 

260.46 

フランス 

102.8 

英国 

72.15 

豪州 
37.54 

1,584.87 

2005 
日本 

1,064.27 

ドイツ 

255.11 

フランス 

153.56 

英国 

55.48 

豪州 
34.75 

1,692.92 

2006 
日本 

561.08 

ドイツ 

244.85 

フランス 

142.8 

英国 

52.28 

豪州 
34.55 

1,165.36 

2007 
日本 

435.66 

ドイツ 

289.28 

英国 

162.43 

フランス 

132.3 

スペイン 

67.45 
1,331.23 

（出所）外務省国別データブック（中国） 
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円借款プロジェクトリスト 

年度 プロジェクト名称 金額（億円）

陜西省水環境整備計画 272.64
湖南省長沙市水環境整備計画 199.64
貴州省貴陽市水環境整備計画 121.40
内蒙古自治区包頭市大気環境改善計画 84.69
四川省生態環境整備計画 65.03
新疆ウイグル自治区伊寧市環境整備計画 64.62
内蒙古自治区人材育成計画 50.73

雲南省昆明市水環境整備計画 127.00
黒竜江省ハルピン市水環境整備計画 73.98
広西チワン族自治区王林市水環境整備計画 62.82
内蒙古自治区フフホト市大気環境改善計画 74.00
河南省植林計画 74.34
吉林省吉林市環境整備計画 97.11
貴州省環境社会発展計画 91.73
人材育成計画 147.00
雲南省昆明市水環境整備計画(2) 104.00
寧夏回族自治区水環境整備計画 84.32
新疆ウイグル自治区地方都市環境整備計画(1) 129.98
四川省地方都市水環境整備計画 63.00
安徽省地方都市水環境整備計画 84.00
吉林省松花江流域生態環境整備計画 95.00
内蒙古自治区フフホト市大気環境改善計画(2) 63.00
甘粛省蘭州市大気環境改造計画 74.00
青海省生態環境整備計画 63.00
新疆ウイグル自治区地方都市環境整備計画(2) 38.02
河南省南陽市環境整備計画 115.00
湖南省都市廃棄物処理計画 105.00
安徽省都市廃棄物処理計画 68.00

2008年度 なし

2004年度

2005年度 なし

2006年度

2007年度

 
出所）外務省 

 

 

（２）インドへのＯＤＡ供与状況 

インドは円借款の 大の供与国である。供与額はここ 5 年で 2 倍弱に増加している。近年

はバンガロールの上下水道整備計画やデリーの高速輸送システム整備といった大型案件が進

められてきており、今後は 2017 年までにデリー・ムンバイ間産業大動脈構想のもとで、貨

物鉄道をはじめとする各種インフラ整備が進められる予定である。 
 

我が国の年度別・援助形態別対インド経済協力実績 

（単位：億円） 
年度 円借款 無償資金協力 技術協力 

2004 年 1,344.66 29.89 23.79(9.67) 
2005 年 1,554.58 21.09 17.84(8.36) 
2006 年 1,848.93 5.96 25.35(13.17) 
2007 年 2,251.30 3.97 21.6(12.31) 
2008 年 2,360.47 4.28(0.05) 11.79 
累計 31,821.83 881.15(0.05) 274.96 

・「金額」は、円借款及び無償資金協力は交換公文ベース、技術協力は JICA 経費実績及び各府省庁・各都道府

県等の技術協力経費実績ベースによる。草の根・人間の安全保障無償資金協力と日本 NGO 連携無償資金協

力、草の根文化無償資金協力に関しては贈与契約に基づく。 
・円借款の累計は債務繰延・債務免除を除く。 
・（ ）内は JICA が実施している技術協力事業の実績 

（出所）外務省国別データブック（インド） 
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諸外国の対インド経済協力実績 

年 1 位 2 位 3 位 4 位 5 位 合計 

2003 
英国 

329.88 

日本 

325.79 

オランダ 

43.09 

米国 

35.98 

スイス 

24.58 
384.33 

2004 
英国 

370.15 

米国 

50.51 

カナダ 

33.56 

スイス 

28.76 

ノルウェー 

13.32 
14.55 

2005 
英国 

579.24 

オランダ 

72.81 

日本 

71.46 

米国 

57.13 

カナダ 

34.01 
850.13 

2006 
英国 

349.3 

米国 

96.84 

ドイツ 

55.7 

日本 

29.53 

カナダ 

25.46 
653.03 

2007 
英国 

510.53 

ドイツ 

127.97 

日本 

99.89 

米国 

84.87 

ノルウェー 

25.81 
903.19 

（出所）外務省国別データブック（インド） 

 

円借款プロジェクトリスト 

年度 プロジェクト名 金額（億円）

デリー高速輸送システム建設計画(6) 192.92
北カランブラ超臨界火力発電所建設計画(1) 159.16
ラジャスタン州小規模感慨改善計画 115.55
タミールナド州植林計画(2) 98.18
カルナタカ州持続的森林資源管理・生物多様性保全計 152.09
ガンジス川流域都市衛生環境改善計画（バラナシ） 111.84
バンガロール上下水道整備計画（Ⅱ-1） 419.97
ウッタル・プラデシュ州仏跡観光開発計画 94.95
プルリア揚水発電所建設計画(3) 179.30
バンガロール上下水道整備計画（Ⅱ-2） 283.58
地方電化計画 206.29
デリー高速輸送システム建設計画(Ⅱ-1) 149.00
バンガロール・メトロ建設計画 447.04
ビシャカパトナム港拡張計画(E/S借款) 1.61
スワン川総合流域保全計画 34.93
オリッサ州森林セクター開発計画 139.37
フセイン・サガール湖流域改善計画 77.29
コルカタ廃棄物管理改善計画 35.84
デリー高速輸送システム建設計画（Ⅱ-2） 135.83
ビシャカパトナム港拡張計画 41.29
バンガロール配電網設備高度化計画 106.43
ハイデラバード都市圏送電網整備計画 236.97
アンドラ・プラデシュ州灌漑・生計改善計画 239.74
トリプラ州森林環境改善・貧困削減計画 77.25
グジャラート州森林開発計画（Ⅱ） 175.21
クララ州上水道整備計画(2) 327.77
アグラ上水道整備計画 248.22
アムリトサール下水道整備計画 69.61
オリッサ州総合衛生改善計画 190.61
マハシュトラ州送変電網整備計画 167.49
ゴア州上下水道整備計画 228.06
ハリヤナ州送変電網整備計画 209.02
デリー高速輸送システム建設計画（フェーズ2）（第三期） 721.00
コルカタ東西地下鉄建設計画 64.37
ハイデラバード外観道路建設計画（フェーズ1） 418.53
ウッタル・プラデシュ州参加型森林資源管理・貧困削減 133.45
ホゲナカル上下水道整備・フッ素症対策計画 223.87
タミルナドゥ州インフラ整備計画 85.51
チェンナイ地下鉄建設計画 217.51
ハイデラバード外観道路建設計画（フェーズ2） 420.27
森林管理能力強化・人材育成計画 52.41
中小零細企業・省エネ支援計画 300.00
デリー高速輸送システム建設計画（フェーズ2）（第四期） 777.53
グワハティ上水道整備計画 294.53
ボゲナカル上水道整備・フッ素症対策計画（フェーズ2） 170.95
ゲララ州上水道整備計画（第三期） 127.27

2004年度

2005年度

2006年度

2007年度

2008年度

 

  出所）外務省 

 
（３）重点目標 

日本の各国に対する ODA の考え方では、重点分野が明記されている。両国ともに「環境

分野」が重点分野の 1 つに挙げられている。 
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         （中国）                  （インド） 

 

１．環境問題など地球的規模の問題に対処す

るための協力 
・環境保全（水資源管理、森林保全・

造成、環境情報の作成、対応政策に

関する調査研究）、新・再生可能・エ

ネルギーの導入及び省エネルギー促

進、感染症対策（HIV／エイズ、結

核）の協力を行う。 
２．改革・開放支援 

・世界経済との一体化支援（制度整備

や人材育成支援を含む市場経済化促

進、世界基準・ルール（WTO 協定

を含む）への理解促進）、ガバナンス

強化支援（法の支配や行政における

透明性・効率性向上、草の根レベル

での啓発・教育活動支援）を行う。 
３．相互理解の増進 

・専門家派遣・研修員受入・留学生支

援・青年交流・文化交流・学術交流・

大学間交流などの強化（日本研究促

進、日中共同研究を含む）、留学生受

入の環境整備、観光促進のための政

策提言・人づくり支援などを行う。 
４．貧困克服のための支援 

・貧困対策に関する政策・制度面の整

備・人づくり、貧困層を対象とした

草の根レベルの保健・教育分野の支

援、貧困人口を多く抱える地域の民

生向上に向けた協力で貧困層に裨益

するもの（日本農業などへの影響の

有無に留意）を支援する。 
５．民間活動への支援 

・中国側の投資受入のための基盤整備

支援（知的所有権保護政策の強化な

ど）、我が国の優れた設備、システム、

技術などの活用を図ることができる

案件の発掘努力を行う。 
６．多国間協力の推進 

・日中両国による第三国に対する支援、

東アジアにおける環境分野などでの

域内協力の推進を行う。 

 
１．経済成長の促進 
（a）電力セクターへの支援 
（b）運輸セクターへの支援 
（c）インフラ整備支援を通じた付加価値の

向上 
２．貧困・環境問題の改善 
（a）貧困問題への対処 

・保健・衛生分野に対する支援・地方

開発に対する支援 
・防災の支援を踏まえた取組 
・雇用創出に資する観光開発支援 

（b）環境問題への対処 
・上下水道への支援 
・森林セクターへの支援 
・再生可能エネルギー・省エネルギー

への支援 
・都市環境の改善への支援 
・河川・湖沼の環境保全への支援 

３．人材育成・人的交流の拡充のための支援 
（a）人材育成・人的交流 
（b）魅力ある投資環境整備のためのソフト

面での支援 
（c）日印知的交流 

 

（出所）外務省国別データブック（中国、インド） 
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３．中国・インドにおける環境産業市場 

 
中国・インドでの各分野における環境産業市場規模、インドにおける日本企業の進出事例な

どに関する情報を整理した。 
 
（１）中国の環境産業市場 

①市場規模 

中国環境保護省によれば、2008 年の中国の環境産業（省エネルギーを含む）の市場規模は

約 9,000 億元であった。今後も市場は安定的に拡大すると見られている。 
2009 年、中国政府は、2012 年の中国における環境産業の市場規模が、2008 年の約 3 倍「2

兆 8,000 億元（約 37 兆円）」になると発表した。これは 2012 年の国内総生産（GDP）の 1
割程度になると見られる。 

  

（２）インドでの各企業の動き 

インドにおける当該分野での現地・海外企業の動きを、報道記事をもとにまとめた。 
企業名 主な動き 

マニラ・ウォーター（フィ

リピン） 
インドのジンダル・ウォーター・インフラストラクチャーと合

弁会社を設立し、ラージャスターン、グジャラート、マハーラ

ーシュトラの各州の上下水道や環境サービス事業に進出する5。 
IDE テクノロジーズ（イ

スラエル） 
インドの VA テック・ワバグと、チェンナイ南部ネミリにおけ

る海水淡水化プラント建設を受注、インド政府が 1.2 億ドルを

提供する6。 
IVRCL（インドの建設会

社） 
上水道プロジェクト 1.2 億ドル弱相当を受注7。 

スエズ・エンバイロメント

（フランス） 
ローカルの民間企業と合弁会社を立ち上げ、造水事業に参入し

ている。将来的にはインドにおける水処理分野の事業拡大を視

野に入れている。彼らとは単なる売り手・買い手の関係ではな

く、長期的な視点に立った信頼関係を構築している8。 
アセンダス（シンガポー

ル、東南アジアの工業団地

開発 大手） 

インド北部の新興開発都市グルガオンで「グリーン IT シティ」

の開発事業に乗り出した。インドではバンガロール、チェンナ

イ、ハイデラバード、プーネに企業の研究開発や情報処理、顧

客サービスに 適化したビジネスパークを持つ。ニューデリー

の暑い夏に耐えうる都市設計に対する需要は高く、風の吹き抜

けを考慮した熱のこもりにくい設計となっている9。 
 
 

                                                  
5 2010/02/09 Manila Standard Today 
http://www.manilastandardtoday.com/insideBusiness.htm?f=2010/february/9/business2.isx&d=2010/februar
y/9  
6 IDE テクノロジーズのニュースリリース

http://www.ide-tech.com/news/va-tech-wabag-partnership-with-ide-technologies-were-awarded-chennai-metr
o-water-contract-india  
7 2009/08/27 Reuters http://in.reuters.com/article/2009/08/27/idINIndia-42012120090827  
8 2010 年 07 月 12 日 化学工業日報（ショーマン CEO へのインタビュー記事） 
9 2010 年 03 月 15 日 化学工業日報 
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（２）インドの環境産業市場 

①市場規模 

以下では、インドの上下水道市場の規模と予測を紹介する。まず資本支出については、特

に工業用水の市場が規模・成長率ともに大きく、2012 年には全体で 60 億ドルを超えると見

込まれている。 
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$6,000m

$7,000m
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工業・上水

民生･下水

民生・上水

 
出所）Water Market India: Summary Metrics and Forecast 

 

またオペレーションの市場では、圧倒的に民生部門の市場が大きい。オペレーション全体

では、やはり 12 年に 60 億ドルを超えると見込まれている。 
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出所）Water Market India: Summary Metrics and Forecast 
 

（２）デリー・ムンバイ間産業大動脈 

前述した、6 州にまたがるデリー・ムンバイ間産業大動脈（DMIC：Delhi - Mumbai 
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Industrial Corridor）地域は、7 つの投資地域に分けることができ、いずれも今後もインフ

ラ整備が期待される。下記に今後の水需要の概要を記す。このほか 2009 年 9 月には、世界

銀行がアンドラ・プラデーシュ州農村水供給衛生プロジェクトに対する 1.5 億ドルの融資を

承認するなど、貧困削減としての水関連ビジネスの需要も存在する。 
 

 

○マディヤ・プラデーシュ州ピタムプール・ダール・モウ（Pithampur-Dhar-Mhow）

投資地域（372km2） 
‐将来的な水需要は、2011 年から 10 年ごとに 66、199、359、424 と伸びると予

想されている（単位：日量百万キロリットル）。現在の供給量では到底追いつか

ないことから、マヒ・ダム、ナルバダ川からの水供給が提案されている。 
 
○グジャラート州アーメダバード・ドレラ（Ahmedabad-Dholera）投資地域（900 

km2） 
‐水需要は日量 222 百万キロリットルと推定されており、ナルマダ本運河からの

ヴァラブヒプール支線運河、ペリウェジ、カネウェル両貯水池、また海水淡水

化プロジェクトが提案されている。 
 
○ハリヤーナー州マネサール・バワル（Manesar-Bawal）投資地域（800 km2） 

‐自動車、製薬などの工業集積地となる予定であり、2040 年までに日量 大 3,000
百万キロリットルが必要とされる。 

 
○マハーラーシュトラ州ナシク・シンナール・イガトプリ（Nashik–Sinnar 

-Igatpuri）投資地域 
‐水需要は、日量で 2022 年に 371 百万キロリットル、2032 年に同 819 と予測さ

れる。 
 
 
○マハーラーシュトラ州ディギ（Dighi）投資地域 
‐水需要は、日量で 2022 年に 257 百万キロリットル、2032 年に同 749 と予測さ

れる。 
 

○ ラ ー ジ ャ ス タ ー ン 州 ク シ ュ ケ ラ ・ ビ ワ デ ィ ・ ネ ー ム ラ ナ

（Khushkhera-Bhiwadi-Neemrana）投資地域（2700 km2） 
‐水需要は、日量で 2041 年に 568 百万キロリットルまで伸びると予測される。 

 
○ウッタル・プラデーシュ州ダドリ・ノイダ・ガジアバード（Dadri - Noida - 

Ghaziabad）投資地域 
‐もともと水資源は豊富な地域とされてきたが、急速な都市化と工業化により、

地下水の採取と水質汚濁が進んでいる。2021 年の水需要は、ノイダ地区で日量

590 百万キロリットル、大ノイダ地区で 350 百万キロリットル、ガジアバード

地区で 570 百万キロリットルと見込まれている。 
 

 

（３）インドでの各企業の動き 

インドにおける当該分野での現地・海外企業の動きを、報道記事をもとにまとめる。 
企業名 主な動き 

マニラ・ウォーター（フィ インドのジンダル・ウォーター・インフラストラクチャーと合
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リピン） 弁会社を設立し、ラージャスターン、グジャラート、マハーラ

ーシュトラの各州の上下水道や環境サービス事業に進出する
10。 

IDE テクノロジーズ（イ

スラエル） 
インドの VA テック・ワバグと、チェンナイ南部ネミリにおけ

る海水淡水化プラント建設を受注、インド政府が 1.2 億ドルを

提供する11。 
IVRCL（インドの建設会

社） 
上水道プロジェクト 1.2 億ドル弱相当を受注12。 

スエズ・エンバイロメント

（フランス） 
ローカルの民間企業と合弁会社を立ち上げ、造水事業に参入し

ている。将来的にはインドにおける水処理分野の事業拡大を視

野に入れている。彼らとは単なる売り手・買い手の関係ではな

く、長期的な視点に立った信頼関係を構築している13。 
アセンダス（シンガポー

ル、東南アジアの工業団地

開発 大手） 

インド北部の新興開発都市グルガオンで「グリーン IT シティ」

の開発事業に乗り出した。インドではバンガロール、チェンナ

イ、ハイデラバード、プーネに企業の研究開発や情報処理、顧

客サービスに 適化したビジネスパークを持つ。ニューデリー

の暑い夏に耐えうる都市設計に対する需要は高く、風の吹き抜

けを考慮した熱のこもりにくい設計となっている14。 
みずほコーポレート銀行および日揮が組織するコンソーシアム

と覚書を締結、プロジェクト、ファイナンス、インフラ技術な

ど環境複合都市開発に関するノウハウやソリューションを共有

し、チェンナイの「環境複合都市」開発に当たる。水資源のリ

サイクルや省エネの冷暖房などクリーン&グリーン技術を導入

する計画で、約 4.1～6.1 平方キロの敷地に電力、水処理関連の

インフラや商業施設、銀行、病院などを備えた 先端の複合都

市を開発する。またアセンダスは、日系企業がインドに進出す

る際、シンガポール国際企業庁（IE）などと協力して、シンガ

ポールやインド企業との関係作りを支援する方針15。 
 

日本企業も事業展開を急いでいる。現地に足がかりのない日本企業が展開するには、現地

で相次ぐ工業団地への入札に参加するにも、商流をつかんでおり信頼のできるパートナーを

見極め、技術供与や出資を行うことが考えられる。日立造船がインド貿易振興局開催の「エ

ネルギー環境展」に出展するなど、イベントを利用して商談やマッチングを行うことも効率

的である。そうしたイベントとして、FICCI 主催の「インド持続可能性会議」については後

述する。 
 

日本企業名 主な動き 
神鋼環境ソリューション インドの財閥ジンダル社傘下のジンダル・ウォーター・インス

トラクチャーと水処理ビジネス展開について覚書を締結したと

                                                  
10 2010/02/09 Manila Standard Today 
http://www.manilastandardtoday.com/insideBusiness.htm?f=2010/february/9/business2.isx&d=2010/februar
y/9  
11 IDE テクノロジーズのニュースリリース

http://www.ide-tech.com/news/va-tech-wabag-partnership-with-ide-technologies-were-awarded-chennai-metr
o-water-contract-india  
12 2009/08/27 Reuters http://in.reuters.com/article/2009/08/27/idINIndia-42012120090827  
13 2010 年 07 月 12 日 化学工業日報（ショーマン CEO へのインタビュー記事） 
14 2010 年 03 月 15 日 化学工業日報 
15 2010 年 11 月 18 日 化学工業日報 
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発表した。インド企業が持っているマーケティング情報を活用

すると同時に、同社が持つ水処理技術の情報を共有する。将来

的な共同企業体や拠点の設立を視野に入れている16。 
三機工業（水処理や汚泥焼

却システム） 
傘下のオーストリア企業アクアコンサルタントが製造・販売し

ている散気装置をインドや東南アジアの上下水道分野にも展開

する。超微細気泡散気装置「エアロウイング」は、ステンレス

板に合成樹脂の膜を取り付け、約直径 1 ミリメートルの微細な

気泡を発生させる装置で、施設の送風機吐出圧力にあわせて設

置できる。送風機の消費電力を低減させ、下水処理場の省エネ

化が図れるほか、送風機の増設をせずに硝化対応の酸素量を供

給できる17。 
三菱重工業 インドの国営肥料会社 NFL に、尿素肥料の生産過程で発生す

る排ガスから CO2 を分離・回収する技術を供与する。CO2 の

回収率は約 9 割（日糧 450t）に高まり、CO2 はアンモニアと

合成させ、尿素製造の原料に再利用でき、省エネにも寄与する。

NFL は三菱重工の技術を活用し、マディヤ・プラデーシュ州の

肥料工場に CO2 の回収プラントを追加設置する18。 
三菱電機、三菱商事、三菱総合研究所、電源開発と組み、グジ

ャラート州政府と、環境に配慮した都市基盤の整備に共同で取

り組むことで合意。天然ガスや太陽熱を利用した効率的な発電

システムの導入や路面バスの電化などを推進する19。 
インド重電大手ラーセン・アンド・トウブロ（L&T）との合弁

会社を通じ、パンジャブ州とウッタル・プラデーシュ州で建設

中の石炭焚き火力発電所向けに、省エネ型のボイラー5 基と蒸

気タービン 5 基を受注、総額は 300 億円程度とみられる20。 
新日鉄エンジニアリング インド東部のコルカタに現地法人を設立、コークス式消火設備

など環境・省エネ対応製鉄プラント設備などの販売強化につな

げる21。 
日立造船 スイスのエンジニアリング会社 AE&E イノハの買収を機に、イ

ンドなどでの廃棄物処理施設の潜在需要を見据えて協業を模索

する。中東やインドは、ゴミの埋め立て方式が主流だが、熱回

収や発電なども重視した焼却処理設備の需要増が見込めるた

め、市場調査する22。 
インド貿易振興局が開催した「エネルギー環境展」にストーカ

ー式の大型ゴミ処理プラントを展示、初受注をめざす23。 
テイエルブイ エネルギー環境展に出展、二酸化炭素削減と燃料削減が図れる

蒸気用の金属製ドレン排出用自動バルブ「スティーム・トラッ

プ」をインドで初披露24。 
 
 

                                                  
16 2010 年 03 月 11 日 時事通信 
17 2011 年 01 月 05 日 化学工業日報 
18 2010 年 12 月 21 日 時事通信 
19 2011 年 01 月 13 日 時事通信 
20 2011 年 02 月 02 日 時事通信 
21 2010 年 12 月 09 日 日刊工業新聞 
22 2011 年 02 月 03 日  日刊工業新聞Ｎｅｗｓウェーブ２１ 
23 2009 年 12 月 18 日 日刊工業新聞 
24 同上。 
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４．中国・インドの環境産業への日系企業進出事例 

 
中国あるいはインドに進出している日本の環境装置メーカーの中国・インドの環境産業への

進出概況を把握した。また、環境装置の海外展開に強みを持つ日本企業にインタビュー調査を

実施し、以下の項目について把握した。 
 
・環境ビジネスの内容 

‐事業分野と事業内容（装置、サービス、コンサルティング等） 
‐競合他社と比較した場合の競争優位性 
‐事業展開国・エリア 
‐事業スキーム（現地での協力企業や提携企業） 

・海外（特に、中国・インド）での環境ビジネスを取り巻く環境 
‐環境ビジネスに対する顧客ニーズ 
‐海外での競合（競合国、競合企業（日欧米または現地企業）） 

・今後の海外での環境ビジネスの拡充に向けて 
‐海外での環境ビジネスを展開する上で抱えている課題 
‐上記の課題克服に向けて必要とされる対応方策（日本政府、関連機関への要望事項） 
‐今後有望視している国、分野 

 
その結果を以下に取りまとめる。 

 
（１）事業スキーム 

 基本的には機器を売り切るまでの事業であり、EPC すべてを担当する場合と、コアパー

ツだけを納品して他を現地パートナー企業が担当する場合もある。ただし、今後は、機器

の売り切りだけでなく、O&M を含めた事業の展開を考えている。 
 CO2 回収装置などは電力会社の技術力では装置の運転は容易でないため、O＆M の

事業も十分に考えられる。特に CO2 回収技術はまだ実証段階であり、いち早く製

品化することで、運転ノウハウのない顧客に対する O&M は可能である。 
 一方、排煙脱硫装置については、運転が簡単で、顧客である電力会社が自ら行える

ため、O&M のニーズない。 
 サービスに関しては、引き渡し後のアフターサービスも含まれるが、機器や予備品の交換

などの対応を行うだけで、O&M サービスを実施しているわけではない。コンサルティン

グに関しては、事業としてではなく、案計形成のための営業活動の一環として行っている。 
 海外での事業スキームは、対象エリア・国に適応した形にしており、支店／現地法人とい

うところに意味はあまりない。一部は、工事事務所を格上げしたものもある。 
 事業スキームは、対象エリア・国に適応した形にしている。例えば、アメリカでは、合弁

会社をつくって事業を実施、欧州では現地企業とコンソーシアムを組んで事業を実施して

いる。一方、中国・韓国ではライセンシー企業を選定し、同社を通して機器やパーツを販



 

37 
 

売している。また、東南アジアでは単独での EPC を目指して事業に取り組んでいるが、

現時点では主に EP までとなっている。 
 中国では現地企業との合弁会社を設立し、技術を供与している。海外メーカーが単独で進

出することはありえず（外資単独で受注できる可能性はゼロに近い）、現地資本に技術供

与することが多い。 
 排煙脱硫装置は、運転が簡単であり、かつプラントの一部の装置であるので、顧客がアウ

トソーシングするイメージは想定できない。基本的には、パートナー企業による機器売り

のビジネスを継続することになる。ただし例外が 1990 年代のアメリカで１つある。当時、

運転管理サービスと SO2 排出権の管理・販売サービス（売却益の半分をもらう）をあわ

せた O&M の投資案件があった（事業としては実施せず）。CO2 回収装置においても、CO2
排出権の取引が広がれば、同じようなビジネスニーズも想定される。 

 
（２）競合企業と、競合企業と比較した場合の競争優位性 

 これまでの競合は、日系企業が多かった。中国企業は、かつては安かろう悪かろうの製品

しか作れなかったが、 近は質を高めてきている。また、人材のグローバル化も進み、中

国企業はいい循環に入っている。 
 中国の競合企業は、現在ではすべて外国メーカーから技術供与を受けた現地企業であり、

海外メーカーが単独で中国市場で受注できるケースはほとんどない。 
 排煙脱硫装置は、国内外で競合している。海外企業としては、海外のボイラーメーカーが

多い。 近では、中国企業も国際入札に参加している。CO2 回収装置など先進的な技術

では、欧州企業と競合する。 
 排煙脱硫装置は、以前は技術優位性で勝負できたが、 近では、中国や韓国などの EPC

企業の参入によりコスト競争が激しくなっている。 
 

（３）今後の事業展開 

  【中国】 

 中国沿岸部では、埋め立てから焼却へのシフトが急速に進んでいるため、大都市部へスト

ーカ炉を売り込んでいきたい。将来的には、ガス化溶融炉へのシフトも見込める。有望事

業としては、一般生活廃棄物の処理を優先に考えており、産業廃棄物はその次に重要と考

えている。なお、日量 500 トン以下の焼却炉には、関税がかかるため、中国での内製を

目指す。 
【インド】 

 インドは注力していきたいが、具体的にどういうニーズがあるのか、見きれていない。焼

却炉も 10 年前からニーズはあるようだが、水分野と違って生命に直接影響するような話

ではないので、導入が進み始める段階に達するにはまだ時間がかかる。 
 インドは、国全体で環境規制を強化していく段階にはなく、ローカル規制への対応のため

の市場しか期待できない。規制が厳しくない事業環境では、環境対策は単なるコストアッ

プになるので、環境装置はつけたくないというのが本音である。ただし、インドでは英語
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が使える人が多く、技術力も中国よりも高いので、リスクは小さい。 
 インドでは、経済水準が高まって自発的に環境規制が強められるまで待っておく必要があ

る。が、それまでの仕込みとしてのビジネス戦略も考えなければならない。 
【その他】 

 なお、先進国企業は海外に進出する際、コンプライアンスの問題があるため、規制の厳し

い工業団地の方が進出しやすい。 
 南アでは環境規制を強化する動きがあり、これからの市場拡大に期待している。 
 ベトナム、インドネシア島の東南アジア地域においても、今後市場が拡大すると期待され

ている。 
 

（４）海外での環境ビジネスを展開する上で抱えている課題と対応方策 

 日本企業は価格面で中国に勝てない。仮にアフリカで機器が売れるようになる頃には、日

本はもう戦えないのではないかと危惧している。そのため、価格を下げる努力を行ってい

る。具体的には、設計段階（特に図面関係）を海外で行うなど、オフショア化を進めてい

る。 
 日本企業は価格面で中国に勝てない。中国製品との競争を見越して、価格競争力を強化し

ていく必要がある。調達面では、中国国内もしくは、ベトナム等の東南アジアからの調達

を積極化させる。また、欧州の案件では、東欧からの調達を進めていく。 
 近では、中国や韓国などの EPC 企業の参入によりコスト競争が激しくなっている。今

後は、技術的なブレイクスルーがないと厳しい環境にある。排ガスから水銀を取り出す技

術など新しい技術の実用化が必要である。 
 海外については、いまだニーズにあった低価格のパッケージ製品を提供できる状態になっ

ていない。 
 知的財産である箇所を分析、模倣されないように注意する必要がある。例えば、中国では

ライセンス契約したとしても違反行為をされる懸念はぬぐえない。実際に既存のライセン

シー企業から新製品のライセンスの要望も来るが断っている。 
 営業用のパンフレットは、英語版のみ作成しており、現地語版はまだ作成していない。 
 中国、韓国企業と戦えるだけのコスト競争力を確保することが必要である。そのため、中

国やベトナムの工場から部品を調達することでコストを下げている。 
 排煙脱硫装置の場合、脱硝触媒がきわめて高価だが、中国ではさっそく 7 社が立ち

あがっており、いずれも海外メーカーから技術供与を受けている。 
 技術供与は、進出とノウハウ提供とのトレードオフが悩ましい。欧米は目先の利益

を優先して惜しげもなく技術を供与する傾向にある。 
 今後は、現地の法規制や商習慣などローカル・ルールを把握する必要がある。 

 
（５）政府への要望 

 分野によって政府からの支援の度合いが異なる。JICA の PPP-FS でも水分野はあるが、

廃棄物関係は薄い。廃棄物分野も日本政府に後押しして頂きたい。 
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 為替リスクをカバーして頂きたい。JICA の投融資や JBIC のローンを借りる場合、円建

て、ドル建て、ユーロ建てはあるが、現地通貨建てはない。O&M のように事業期間が何

十年にも渡る場合、その間の売上は、すべて現地通貨建てになるため、為替リスクのカバ

ーを支援して頂きたい。 
 円借款、JBIC 等、資金面でのプロジェクト支援を期待したい。ODA はタイドで進めて

頂きたい。何のためにやっているのかわからない。せっかく日本の資金援助をつけてもら

った案件に中韓等のメーカーが安値で踏み込んでこないよう、政府レベルで支援いただき

たい。 
 知的財産権の保護に関しても、欧州と日本のスタンダードに、中国とインドを引き込んで

いかないといけない。 
 CO2 実証事業には、100 億円単位の資金が必要になるため、政府の支援なしでは困難で

ある。実際、JBIC の先進国向け融資の対象として CO2 回収を加えてもらったりしてい

る。しかし、技術流出の懸念があるため、CO2 回収装置をパッケージとして海外に売り

込むことを政府にやってもらいたくはないという思いもある。 
 その国特有のローカル・ルールに関する情報提供に期待している。 
 排煙脱硫装置の事業はすでに民間ビジネスとして確立しており、特に行政からの支援は必

要ない。 
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５．中国・インドの環境産業における競合企業の動向  

 

中国・インドの環境産業における競合企業の分析は、市場に動きがある分野において、代表

的な競合企業を対象として、事例を複数取り上げて行った。 
中国においては、水質汚濁分野と廃棄物処理分野で市場に動きが見られる。特に、水質汚濁

分野は市場の成長が大きく、現地企業も力をつけ始めて競争が激化しつつある。同分野では、

外資系メジャーの筆頭格である Veolia と、成長著しく評価の高い地場系企業である北控水務を

ベンチマークの対象とした。一方、廃棄物処理分野では、近年ごみ焼却発電分野で中国市場に

参入の動きを見せている米国企業の Waste Management をベンチマークの対象とした。大気

汚染分野では、外資系企業がライセンスビジネスを現地で行っているのみであり、市場に動き

が無いため今回のベンチマークの対象とはしない。 
インドにおいては、インド市場の取り組みで先行している GE Water & Process 

Technologies と現地大手企業である IVRCL をベンチマークの対象とした。一方、大気汚染分

野と廃棄物処理分野は、まだ市場が未成熟であり市場に大きな動きが無いことから、ベンチマ

ークの対象とはしない。 
 

ベンチマークの対象領域 

インド中国

まだ市場が未成熟であり、市場に動
きが無い。

ゴミ焼却発電の分野で外資系企業
の参入の動きがある。

廃棄物処理

市場は萌芽期にあるが、既に先行
する外資系企業による現地企業と
の提携が進む。

市場は外資系メジャーが既に進出
し、積極的に活動している。一方、
現地企業も成長し、競争が激しくな
っている。

水質汚濁

まだ市場が未成熟であり、市場に動
きが無い。

外資系企業はライセンスビジネスを
現地で展開しているのみで、市場に
動きはない。大気汚染

地域
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ベンチマークの結果、明らかになるのは以下 4 点である。 
 

○ 営業機能の現地化 

Veolia Environment は、早くから現地法人を立ち上げて中国の水市場において現地化を進

めてきた。また、政府サイドへコネクションを持つ人材を副総裁に活用し、現地での営業を

優位に進めている。中国の地場系企業においても、近年成長著しい北控水務のトップは北京

政府の渉外部に在籍していたこともあり、地場の強いネットワークが競争上有利に働いてい

ると考えられる。インド市場においても GE Water & Process Technologies が現地企業と提

携を行い、販売チャネルの開拓は現地企業と協力している。 
このように、有力企業は現地で強いネットワークを持つ人材を抱え、現地企業と提携する

ことで、営業機能を現地化し、競争を優位に進めている。 
 

○ 現地企業との提携・買収による素早い事業展開 

Veolia Environment は、中国において現地企業との提携や、資本参加により積極的に勢力

を拡大している。また、中国企業である北控水務は、元々コンピュータ関連製品を販売する

会社であったが、下水処理を手掛ける中国の有力企業を買収し、同分野で一気に勢力を拡大

している。インド市場では前述のように GE Water & Process Technologies が、近年急速に

現地企業と提携を行っている。 
これらの企業は、自社単独で事業を展開するよりも、現地企業との提携や買収により素早

く事業を展開しようとしている。 
 

○ 市場が未成熟な段階から事業を展開 

前述のように、GE Water Process & Technologies は、インド市場はまだ立ち上がり段階

にあるにも関わらず、現地企業と積極的に提携を行い、先行的に現地にネットワークを張り

巡らしている。また、中国の廃棄物処理市場では、Waste Management のような外資系企業

が現地企業に資本参加し、参入の動きを見せている。 
このように、市場が未成熟な段階であるが、外資系企業は現地企業と提携して先行的に現

地で事業を展開している。 
 

○ 現地企業の海外展開が始まる 

中国の水市場では、北控水務のようにすでに中国だけでなく、東南アジアなど海外市場を

視野に入れている企業が現れ始めている。今後も、現地の有力企業は自国内の実績を元に、

海外市場も視野に入れた動きが拡大すると考えられる。 
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５－１．中国における競合企業 

 

（１）Veolia Environment（仏） 

～現地企業との提携や現地人材の活用による現地化の推進で、受注を優位に進める外資系

メジャー～ 

  

○ 事業概要 

Veolia Environment は、大きく 4 つの事業（Water、Environmental Services、Energy 
Services、Transportation）を持ち、水事業単体の売上高は約 12billion ユーロになる。水メ

ジャーの筆頭であり、世界 66 ヶ国で活動を行い、水事業の従業員数は約 95000 人である。 
 

Veolia Environment の事業別売上高の推移 
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出所）Veolia Environment Consolidated Financial Statement より NRI 作成 
 

水事業の利益率は、同社の事業の中で も高く 9%～10%程度となっているが、近年は低

下傾向にある。 
Veolia Environment の事業別利益率の推移 
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出所）Veolia Environment Consolidated Financial Statement より NRI 作成 
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収益性の低下の原因は、金融危機による産業向けの水事業の低迷と、近年の新興国展開に

より、先進国より利益率が低い案件を手がけるようになったためと考えられる。地域別売上

高比率の推移を見てみると、従来売上高比率が高かったフランスの売り上げが低下する一方、

アジア・中東・その他の地域が 2006 年あたりから急速に成長している。これは、これまで

の先進国中心の事業構造から、新興国へシフトしている事を示している。 
 

Veolia Environment の水事業における地域別売上高比率 
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出所）Veolia Environment Consolidated Financial Statement より NRI 作成 

 

○ 中国での戦略 

①現地企業との提携・買収や現地人材の活用による事業展開 

同社は中国において積極的に現地化を進めることで、現地に根差した事業を展開し、案件

受注を伸ばしてきた。 
1997 年に 100%子会社である威立雅水を設立し、2007 年には蘭州水務集団の株式を 49%

買収、海口水無集団の株式を 49%買収している。このように、現地法人の設立及び、現地の

有力企業への資本参加を行い、現地に根ざした事業展開を行っている。 
また、同社では現地法人の重要な役職に現地政府や外部とコネクションのある人材を雇っ

て受注活動を優位に進めている。例えば、同社の現地法人の副総裁は元々外交官のキャリア

を持ち、中国都市給排水協会の常務理事や、中国連合商工会環境商会の副会長も兼任してい

るような人材である。 
 

②中国市場の環境変化による受注案件の減少 

同社の受注案件の地域別推移を見てみると、2002 年あたりから受注案件が増えているが、

07 年をピークに近年は、受注を減らしている。これは、現地企業が成長して競争が激化して

いることと、都市部の優良案件が少なくなり、同社の投資基準に合う案件が少なくなったこ



 

44 
 

とが原因として考えられる。 
 

Veolia Environment の地域別の水処理案件受注数推移 
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出所）GWI データベースより NRI 作成 
 

Veolia Environment の水事業における投資基準 

契約年の半分で投資回収が可能であること投資回収期間
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出所）Veolia Environment 投資家向けプレゼンテーション資料より NRI 
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（２）北控水務（中） ～成長する現地企業と現地企業の海外展開～ 

  

○ 事業概要 

北控水務は、香港総合取引所メインボードに上場しており、時価総額は約 140 億香港ドル

に及ぶ。同社は、元々コンピュータ関連製品を販売している会社であったが、2006 年までの

市場競争の激化による売り上げ低迷で、水処理事業へ参入した。2008 年に中国の有力下水処

理オペレータである ZKC Environmental Group（中国水事業 10 大影響力企業に 2006 年・

2007 年と選出されている）を買収し、社名を上華控股から北控水務に変更し現在に至る。現

在では、中国の水処理市場における代表的な企業となっている。 
事業領域は、上下水道施設の EPC、運営・O&M、海水淡水化、汚泥処理、中水再利用と

幅広いが、特に ZKC をベースとする Construction Service や下水処理分野が事業の中核と

なっている。また、BOT や TOT、BT も手がけ、2010 年時点で 56 の下水処理場・5 の浄水

場・1 つの海水淡水化プラントを運営している。売上高は 2009 年で 1,730mHK$（約 180
億円）であり、純利益率で 11.1%となっている。 
また、同社の親会社は北京控股有限公司であり、北京市を中心としたインフラやエネルギ

ーサービスなどを手がけ、売上高が約 2,500 億円もの有力企業である。親会社の豊富な資金

力も同社の強みの１つとなっている。 
 

北控水務の 2009 年の事業別売上高比率 

 

 

出所）北控水務 2009 年 Annual Report より NRI 作成 
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北控水務の売上高と利益率の推移 
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出所）北控水務 Annual Report より NRI 作成 
 

同社のトップである張虹海は、親会社の Beijing Enterprises Holdings Limited の CEO
も努める。1982 年に北京大学を卒業し、湖南大学のインターナショナルビジネススクールで

修士号を獲得。2008 年には、北京大学で Executive MBA を獲得している。同氏は、現在の

会社に就職する前、北京政府の渉外部にも在籍しており、政府サイドに対する強いコネクシ

ョンを持つと考えられる。 
 

○ 中国での戦略 

①事業領域の拡大と企業提携による事業拡大 

同社は、投資、設計、建設、運営といった幅広いバリューチェーンに引き続き力を入れる

と共に、海水淡水化と汚泥処理にも力を入れていくことを明確にしている。このように、中

国の先行している水関連企業には、事業領域を広げ、水のユーティリティプレーヤを志向す

る動きが多い。 
 

また、同社は他企業との提携により、事業を拡大させていく戦略を持つ。2010 年の

Aqualyng China への出資による唐山曹妃甸工業区の海水淡水化への参画や、2011 年の

Tangshan Caofeidian Development Investment との合弁会社設立、四川省との戦略的提携

など、特に近年急速に提携による事業拡大を行っている。 
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北控水務における企業との提携の詳細 

時期 提携企業名 形態 提携の詳細

2011 Sichuan Pixian
50%
出資

 Beijing Enterprises Water Groupは、四川省と戦略的提携を結び、成都市西
匯城市建設有限公司や成都合作污水處理有限公司と合弁会社を設立。

成都市を中心に、都市及び農村部の下水処理やパイプライン、灌漑を手がけ
ていく。

2011
Tangshan Caofeidian 
Development Investment 
Group Co. Ltd

70%
出資

 Beijing Enterprises Water Groupは、Tangshan Caofeidian Development 
Investment GroupとJVを設立。資本金は500m元で、出資比率は70:30。

新会社は水供給、下水処理、海水淡水化、汚泥処理など幅広い領域を手が
ける。

2010 Aqualyng China Limited
50%
出資

 Aqualyng China Limitedは、本社がノルウェイにある、EPCや海水淡水化設
備の取付けを行う企業。

 Aqualyng China Limitedは、唐山曹妃甸工業区の開発を手がけるTangshan 
Caofeidian Infrastructure Constructionと、電力プラントへの水を供給する海
水淡水化PJTで提携。

 Beijing Enterprises Water Groupは、海水淡水化PJTへの参画のため、
Aqualyng Chinaに50%を出資。

 

出所）ニュースリリースより NRI 作成 
 

同社は 2011 年 2 月に日本で行われた国際水ソリューション総合展にも参加し、プレゼン

テーションを行い、日本企業の技術に興味を持っている。今後も提携戦略により、事業拡大

のスピードを速める方向であると考えられる。 
 
同社は、元々活動の拠点である北京だけでなく、既に 14 の省にまたがり広く事業を展開

している。 
 

Beijing Enterprises Water Group の活動地域 

四川省

貴州省

貴州省

浙江省

広東省

山東省

黒龍江省

遼寧省

北京市

海南省

広西チワン族
自治区

雲南省

新疆ウイグル自治区

安徽省

活動地域

 

出所）Beijing Enterprises Water Group の HP より NRI 作成 
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②中国以外の地域への展開 

同社は中国以外の地域への展開も既に始めている。2009 年 11 月に胡 錦濤主席とマレー

シアのナジブ首相、両国の政府関係者の立会いの下、同社トップの張虹海とマレーシア農業・

グリーン技術・水務部秘書長のナトゥハーリンは、約 20 億ドルに及ぶ 19 ヶ所の下水処理プ

ラントの設計・建設・運営に関する覚書を交わした。同社はすでに中国市場だけでなく、海

外市場にも目を向けている。 
 

 

（３）Waste Management（米） ～外資系企業の参入が始まるゴミ焼却発電分野～ 

 

○ 事業概要 

同社は米国の廃棄物処理事業における、メジャー企業の筆頭格である。同社はこれまで、

全米の都市で創業していた処分場を所有する事業者に対して、積極的な買収をしかけて拡大

をしてきた企業である。 
 

Waste Management 社の売上高と営業利益率の推移 

13,074 13,363 13,310 13,388

11,791

13.1%
15.2%

16.9% 16.7% 16.0%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

2005 2006 2007 2008 2009

売
上

高
（
m

$）

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

営
業

利
益

率

 

出所）Waste Management 社 Annual Report より NRI 作成 
 

同社の特徴は、廃棄物の収集から、埋立地の管理・運営、廃棄物収集の中間処理、ごみ焼

却発電、リサイクルと廃棄物処理に関する幅広いサービスを手がけているため、顧客のあら

ゆるニーズを提供できるという部分にある。 
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Waste Management 社の事業別売上高の推移 

8,714 8,679 7,980

3,047 2,955
2,547

1,654 1,589
1,383

868 912
841

1,135 1,180

741
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245
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8,000
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Other

Recycling
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出所）Waste Management 社 Annual Report2009 より NRI 作成 
 

 

○ 中国での戦略 

①現地企業への出資によるごみ焼却発電分野への参入 

同社は、廃棄物の増加が著しい中国を、将来の有望市場と認識している。また、中国の都

市部におけるエネルギー需要の増加、処理場建設のための土地不足なども好機と見ている。 
特に、ごみ焼却発電については有望と見ており、今後 10 年間で更に 100-130 のごみ焼却

発電プラントが必要になると見ている。 
 

Waste Management 社の中国における Waste to Energy 市場の見方 

 

出所）Waste Management 社投資家向け説明資料より 
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そのような中で、2009 年に Waste Management 社は、現地の有力な環境サービス企業で

ある Shanghai Environment Group（SEG）の株式を 40%取得した。SEG は、すでに中国

でごみ焼却発電のプラントを運営している。 
 

SEG の中国における保有資産 

 

出所）Waste Management 社投資家向け説明資料より 
 

Waste Management 社の海外事業における戦略は「ローカルのことはローカルに任せる」

という方針が貫かれており、中国以外の国においても、業務のオペレーション・管理の中心

は海外の子会社が担っている。これは、廃棄物市場では各国の規制状況や社会状況が異なり、

現場の状況に速やかに、かつ柔軟に対処するためにこのような方針を採っている。 
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５－２．インドの競合企業 

 

（１）GE Water & Process Technologies（米）  

～現地企業との提携により先行的に事業を展開～ 

 

○ 事業概要 

GE Water & Process Technologies は、GE Energy の Power & Water 部門に属している。

事業分野は産業向けの部材・装置売りビジネスがメインであり、一部 O&M や事業出資まで

手がけている。同社の事業内容の特徴は、「水のデパート」という表現が使われるように、幅

広い商材を持っていることである。 
 

GE Water & Process Technologies の事業領域 

部材 装置 EPC O&M
運営

計画立案・
プロセスエンジ

出資・融資

海水淡水化

上下水道

その他
（病院等公共施設）

食品・飲料工場

半導体・
液晶ディスプレイ

工場

発電所

石油精製・
石油化学プラント

官
需

民
需

凝集剤、沈殿剤、
RO装置殺菌剤・
洗浄剤、
水処理膜(MF, UF, 
NF, RO)

MF/ UF/ NF/ RO装置
MBR
ED（Elecrodialysis:電気透析）, EDR, EDI
TOC分析計、ホウ素測定装置

石油精製・石油化学用プロセスケミカル

淡水化プラント運営・O&M

 

出所）GE ウェブページ、及びプレスリリースから NRI 作成 

  

同社は、GE の全社戦略である Ecomagination の一環で、水市場への急速参入を果たすた

めに企業を買収してきた。その結果、上記のような幅広い商材を持つに至っている。 
同社の事業規模は、07 年の売上高で 2.3billion$となっており、現在も同程度の規模である

と想定される。（07 年以降、売上高は公開されていない） 
 

○ インドでの戦略 

①現地企業との積極的な提携戦略 

GE はインド市場において、近年、現地の有力エンジニアリング企業と急速に提携を進め

ている。特に、2009 年・2010 年の提携の傾向から、同社はインド市場で産業向け水処理の
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領域に特に注力していることがわかる。また、同社はバリューチェーンにおける GE のポジ

ションを、部材・設備の提供に集中させており、EPC 及び現地での顧客開拓は提携企業に任

せるという戦略を取っていると考えられる。 
このように、まだ市場が立ち上がりの時期であるインド市場においても、既に先行企業の

動きが加速しており、特に現地企業との提携による、スピードが速く、そして現地に根付い

たビジネスが展開されようとしている。 
 

GE Water & Process Technologies のインド企業との提携 

住宅向け

排水処理

産業向け

工業排水処理

商業施設・

公的施設向け

排水処理、再生水

産業向け

水処理、再生水

発電所向け

水処理

セグメント

GEはUF(Ultrafiltration）・MBR(Membrane Bioreactor)技
術において、Ramky Enviroと提携。Ramky Enviroは、
GEの技術を活用して産業向けの工業排水処理や再生水

処理の提供を行う。特に製薬、皮なめし、非鉄金属、自動
車、繊維産業を狙う。

Ramky Enviro Engineers2010年6月

GEとBHELは、水分野で提携。BHELはGEの製品を活用

した水処理を手がけることができるようになる。膜技術を
使った水処理システムを、発電所向け提供する。

BHEL
(Bharat Heavy Electric 
Limited)

2010年11月

GEのRO膜を活用したアプリケーションで、産業向けの工

業排水処理の提供を行う。

Thermax2009年7月

住宅への安全な水供給のため、GEとEureka Forbesは合
弁会社を設立。製品やソリューションは、Eureka Forbes
の販売網を利用する。

Eureka Forbes Ltd2008年3月

GEはUF（Ultrafiltration）・MBR（membrane bioreactor）
技術をThermaxに提供する。Thermaxがそれら技術を使

い、商業施設や公的機関の施設へ排水処理や再生水処
理を提供する。

Thermax2009年7月

概要提携企業名時期

住宅向け

排水処理

産業向け

工業排水処理

商業施設・

公的施設向け

排水処理、再生水

産業向け

水処理、再生水

発電所向け

水処理

セグメント

GEはUF(Ultrafiltration）・MBR(Membrane Bioreactor)技
術において、Ramky Enviroと提携。Ramky Enviroは、
GEの技術を活用して産業向けの工業排水処理や再生水

処理の提供を行う。特に製薬、皮なめし、非鉄金属、自動
車、繊維産業を狙う。

Ramky Enviro Engineers2010年6月

GEとBHELは、水分野で提携。BHELはGEの製品を活用

した水処理を手がけることができるようになる。膜技術を
使った水処理システムを、発電所向け提供する。

BHEL
(Bharat Heavy Electric 
Limited)

2010年11月

GEのRO膜を活用したアプリケーションで、産業向けの工

業排水処理の提供を行う。

Thermax2009年7月

住宅への安全な水供給のため、GEとEureka Forbesは合
弁会社を設立。製品やソリューションは、Eureka Forbes
の販売網を利用する。

Eureka Forbes Ltd2008年3月

GEはUF（Ultrafiltration）・MBR（membrane bioreactor）
技術をThermaxに提供する。Thermaxがそれら技術を使

い、商業施設や公的機関の施設へ排水処理や再生水処
理を提供する。

Thermax2009年7月

概要提携企業名時期

水処理

 

出所）ニュースリリースより NRI 作成 
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（２）IVRCL（印） ～既に水分野の現地大手企業はインド全国で事業を積極展開～ 

 

○ 事業概要 

IVRCL は、インドの水市場における大手エンジニアリング企業である。会社全体としては、

大きく「Water」「Transportation」「Buildings」「Power Transmission and Distribution 
Lines」の４つに事業が分かれている。全社の売上高は 2004 年から 2010 年までで CAGR48%
と大きく伸び、2010 年の売上高は約 1billion $を超えた。EBITDA マージンは 8%～10%と

収益性も健全な企業である。 
 

IVRCL の売上高・EBITDA margin の推移 

出所）IVRCL 投資家向け資料より NRI 作成 
 

同社の水事業は、灌漑・上下水道・海水淡水化・工業用水と幅広く、EPC だけでなく上下

水道の O&M も行う。 
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IVRCL Assets & Holdings Befesa Agua Inda

Chennai Water Desalination Ltd
（100,000m3/d)

IVRCL Infrastructure & Projects

75%

Befesa

25%

Metrowater
(Public sector)

水売り
48.74Rs/m3（約97円/m3）で
25年間販売する契約

EPC金額は60億ルピー
（約120億円※1ルピー＝2円で換算）

Equity Debt 

Canada Bank
United Bank of India
Indian Oversea bank

DEG Bank of Germany 

IVRCL の水分野における事業領域 

出所）IVRCL 投資家向け資料 
 

海水淡水化では、インド国内で稼働する数少ない自治体向け大型海水淡水化プラントの

EPC をチェンナイで手がけている。日量 10 万 m3 トンの規模であり、Befesa というスペイ

ンの企業と合弁会社を立ち上げ、EPC は IVRCL が担当し、RO プロセスのプラントを建設

した。 
 

チェンナイでの海水淡水化プラント PJT スキーム 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
出所）IVRCL 資料より NRI 作成 

  
以上のような水事業の展開により、同社の水事業の売上高は順調に右肩上がりに拡大し、

2009 年で約 500m$になっている。これは、同社の売上高の約半分を水事業で稼いでいるこ

とになる。 
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IVRCL の水事業における売上高推移 

出所）IVRCL 投資家向け資料 
 
 
○ インドでの戦略 

  ①先行的な実績積み上げとトータルソリューションによるブランド構築 

これまで見てきたように、IVRCL の戦略は海水淡水化などインドの水市場において先行的

に実績を積むことで、インド国内の市場成長を享受しようとしている。また、水に関しては

EPC から O&M までの幅広いバリューチェーンに加え、灌漑から上下水道・工業用水・海水

淡水化と幅広い分野を手掛けている。更に水だけではなく交通や電力、ビル・団地開発まで

事業を幅広く行うことで、トータルソリューションを提供できる体制となっている。これら

の取り組みから、同社はインド国内における水事業のブランドを構築することに成功してい

ると考えられる。 
実際に、同社はインド全国で水に留まらず、交通・電力・ビル/団地開発の事業を展開して

いる。 
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インド全国における IVRCL の事業展開 

出所）IVRCL 投資家向け資料 
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６．中国・インドの環境産業への事業参入における課題と対策の方向性 

 
中国およびインドの政府、政府系機関、民間団体、民間企業、日本の民間企業へのインタビ

ュー調査を実施し、中国・インドの環境産業への事業参入における日本企業の課題や対策の方

向性について整理した。 
 

環境規制の強化 

中国、インドともに、自国の環境保護を推進していくため、環境規制の強化を進めていく

方針を打ち出している。中国の場合、第 11 次 5 カ年計画までは経済発展を重視し、企業の

成長を邪魔しないよう、企業が達成可能な環境基準を策定していた。しかし、先日発表され

た第 12 次 5 カ年計画では、環境改善が先にあり、それに対して企業が積極的な取組を推進

する内容へと方針が大きく変更されている。地方政府の環境部署担当者もこの計画を「立ち

遅れている企業があれば淘汰しても構わないという方針」と感じている。 
また、過去に打ち出された計画の達成状況は、必ずしも芳しい結果が得られていない状況

である。今後、計画を確実に履行するためには、環境装置のさらなる導入が必要であり、環

境産業は今後も発展していくことが期待される。 
 
旺盛な開発意欲 

さらに、両国とも大規模な工業団地等の開発が進んでおり、今後もこの傾向は続くと見ら

れている。インドの場合、デリー・ムンバイ産業大動脈構想（DMIC）が発表されている。

この構想に基づき、貨物専用線建設にあわせて沿線に工業団地が造成されていく予定である。

特に DMIC 公社としても、品質の高いプロジェクトを誘致したいと考え、現地の日本政府機

関によれば、経済産業省もパッケージインフラでの展開を進めているとのことであった（既

に案件として、水処理や廃棄物関連は動きが出てきている）。さらに、 近の工業団地では、

公害をもたらす可能性のある企業は事前スクリーニングの段階でチェックを行っており、

「実際に数社の申請を却下したことがある（インド工業団地）」といった事例も見られるよう

になった。 
また、中国でも数多くの工業団地建設計画が存在する。第 12 次 5 カ年計画では循環経済

の推進がメインになっているため、工業団地建設時にその対応が迫られる。新しい工業団地

の建設に際して事業機会が生まれることは当然のことながら、第 12 次 5 カ年計画によって

古い工業団地もグリーン化していかなければならず、既設の工業団地でもリニューアルにお

ける大きな事業機会が存在する。 
 

規制強化と実効性の低さ、日本企業の進出状況 

こういった状況から、今後、規制が強化される一方で、規制の実効性の低さというギャッ

プを背景として環境装置の導入が促進されると言える。しかし、中国、インドでは、自国の

企業が生産する環境装置が必ずしも競争優位にあるわけではなく、海外からの技術、製品に

頼らざるを得ず、今後も海外から積極的に装置を導入すると考えられる。特に、日本企業が
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持つ優れた技術へのニーズは高く、現地政府・企業も日本の技術を導入したいという意向を

持っている。 
一方で、日本企業の現地への進出は他国と比較して遅れているのが実状である。日本企業

の方が海外企業よりも、技術においてのみ優位性があるだけで、海外企業に後れを取ってい

る。環境産業は変化の速い産業であり、環境市場の急激な成長を考えると日本企業も製品の

優位性があるうちに、迅速に対応することが必要になる。仮に 10 年後に現地に進出した場

合、その時には製品が大量生産されてしまい、価格競争に陥り、現地製品へと切り替わって

しまう。参入が遅くなればなるほど、マーケットシェア獲得の可能性は下がっていくといえ

ることから、日本企業の環境装置産業の隆盛は、いかに早く現地市場に進出できるかにかか

っている。 
 
日本企業の海外進出に向けて 

新興国において工業団地の建設が進む中、効率的に日本企業が参入するためには、①政府

機関からのトップダウン＆横展開（環境産業関連分野を司る機関へのスペックイン）、②開発

区総獲り（工業団地の計画段階からのアプローチ）、③顧客接点を持つ EPC／O&M 企業買

収の 3 つのアプローチが有効な手段になると期待される。しかし、現状ではこのような活動

を行っている企業は一部に限られており、将来的にこういった活動を実施していく上でまず

は克服しなければならない課題がインタビュー調査を通じ、数多く挙げられた。 
 

EPC

基本計画立案
FS

ProcurementEngineering 資産保有Construction
Operation

Maintenance

運営/O&M

計画立案
・施設更新
・業務プロセス、等

部材
メーカ

機器
メーカ

設計院
コンサル会社

EPCコントラクタ

下請会社

O&M会社

地方政府

中央政府
（発展改革委員会など） 工業開発区デベロッパ

（共有処理施設）

入居企業
（固有処理施設）

アプローチ①政府機関からのトップダウン＆横展開
環境・産業関連分野を司る機関
（中国で言えば発展改革委員や環境保護部など）
にアプローチして、スペックインすることで、
同仕様が地方レベル・各企業レベルに浸透させる

アプローチ②開発区総獲り
工業開発区に計画段階からアプローチし、共有/固有それぞれの処理施設の仕様にスペックインする
また、共有処理施設のO&M案件を獲得することで、その拠点から入居企業向けのO&Mサービスを提供する
（集中して立地しているため、高いO&M業務効率を実現できる）

アプローチ③顧客接点を持つEPC/O&M企業買収
現地で顧客接点を持つEPC/O&Mサービス提供事業者を買収し
同チャネル経由で、様々な商材を流し込む
（水に限らずエネルギーなど工場向け機器・サービス全般に広げる）

 

 
以下、中国およびインドでのインタビュー調査結果に基づき、中国・インドの環境産業へ

の事業参入における日本企業が取り組むべき課題を整理した。また、課題克服に向けた対策

の方向性についても整理した。なお、（ ）内は、課題を克服すべき主体を記載している。 
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製品・サービスに関する課題 

 

■各市場のニーズに合致するような製品へのカスタマイズ（民間企業） 

 
日本企業は、これまで、優れた技術を持つ環境製品であれば現地でも売れると考えていた。

しかし、各国の環境汚染には段階があり、経済の進展状況、国土の広さなども異なるため、

各市場に応じた環境装置の輸出・販売が求められる。例えば、日本では次世代廃棄物処理シ

ステムの導入が議論されているが、中国では時期尚早である（将来的には必要であることは

確かなため、どのタイミングで中国展開するかを早めに決めておく必要はある）。25 
現地で環境製品を販売するには、現地向けへのカスタマイズが必要となる。特に現地企業

からは「日本の環境装置は必要以上に高い」という点が指摘された。 
今後は、企業努力によって、コスト削減を進め、同時に現地が必要とする性能や機能へと

カスタマイズさせる必要がある。製品をコスト、ベネフィットで捉えた場合、ベネフィット

は機器の「性能」、「機能」で評価される。特に、現地から指摘があったのは、「過度な性能」

よりも「多すぎる機能」によってもたらされるコスト増である。例えば、中国、インドは人

件費も安いが、装置を遠隔で操作できる機能などは不要であり、その機能を削ぎ落すことで、

コストを削減することが可能となる。現地の経済、社会の発展状況に応じた製品にすること

が必要であろう。 
 

 
■コ・ベネフィット（相乗便益）製品の提供 

 
環境問題は複雑に絡み合っている。それゆえ 1 つの対策を実施することにより、2 つの問

題を同時に解決してしまうこともありうる。例えば、省エネを推進し、エネルギー構成（石

炭火力発電→風力発電など）を改善することで、SOx、NOx の問題も同時に解決される。ま

た、中国の料理は油を使ったものが多く、生活者は使用した油をそのまま排水溝に流してい

る状況にある。この廃油を回収する仕組みを導入し、精製して燃料として再利用できれば、

水質汚濁の防止と CO2 排出量の抑制にもつながる。その他、ごみ発電なども挙げられる。 
 
なお、中国の場合、事業展開先は東部・南部側の臨海地域に絞るべきとの意見が多く挙げ

られた。追加コストがかかるため、企業や政府が環境対策予算を十分保有していなければ事

業として成立せず、東部・南部の臨海地域以外では、その可能性は低いとのことであった。 
 

 

                                                  
25 例えば、中国の都市部の生活ごみは、日本と比較すると性質が全く異なっており、生活ごみの水分量は相対的

に多いと言われている。もともと中国では客人に対して、料理をたくさんふるまう習慣がある。これは、客人が

食べきれる量であった場合、量が足りなかったのではないかということで失礼にあたると考えるためである。そ

のため、 終的には残飯量が増え、生活ごみの水分量も増えてしまう。 
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（再掲）中国における地域別経済発展状況26 

 
 
 
製品販売・サービス提供における課題 

 

■ライフサイクルでのコストベネフィットの理解促進（民間企業） 

 
日本の環境装置は、イニシャルコストが高いと言われている。インドでは、一般的にイニ

シャルコストを抑えようとし、購入段階でしかコストベネフィットを評価せず、ライフサイ

クルで評価することを知らない場合も多い。機器の耐用年数の長さや稼働率の高さから考え

るに、ライフサイクルで見た場合の日本製品のコストベネフィットは、海外製品よりも高い

という特徴がある。 
今後は現地のユーザー企業に対して、ライフサイクルで見た場合のコストベネフィットを

理解させる活動を営業活動などで実施していく必要がある。そのうえで、日本製品のパンフ

レットは改善の余地があると言える。日本製品の場合、トータル収支を前面に出したパンフ

レットというものは少なく、「何年後に投資回収できる」、「他国の製品と比較した場合の差

別化ポイント」などの情報よりも、まずは「企業の歴史」や「企業概要（売上高、従業員数、

海外拠点マップなど）」などの情報が優先的に掲載されている。「これでは商品の優位性が伝

わりにくい」という指摘が現地企業から挙げられた。そこで、ユーザー企業がライフサイク

ルでのコストベネフィットを理解できるよう、訴求しやすいメッセージや図表などを盛り込

んだ製品パンフレットに作り変えることが求められる。 
なお、初期投資時の価格競争が厳しいことに変わりはなく、できる限りのコスト削減活動

                                                  
26 NRI 上海作成 



 

61 
 

は必要である。現地の日本政府系機関によれば、「製品の品質がよくても現地製品の 1~2 割

の上乗せ程度までしか許容されないだろう」という見方をしている。 
 
 
■事業展開スピードの向上（民間企業） 

 
環境ビジネスは変化の速い産業であり、環境製品を海外に展開していくには、事業のスピ

ード感が重要と言える。 
これまで日系企業が実施してきた国際展開は、海外企業と比較して時間を要する手法であ

るという指摘があった。インドでも、「日本企業が自ら進出して、事業を実施するため、どう

しても時間がかかってしまう」という指摘がされた。 
一方、欧州企業は、現地企業と資本・業務提携したり、現地企業を買収したりすることに

よって、一気呵成に世界中に販路を広げる戦略をとってきた。 近では、韓国企業や中国企

業も同様の手法を学び、実行しており、海外企業と戦っていくためには、日本企業も M&A
等を通じた手法へのシフトも検討する必要がある。 

 
 
■知的所有権の保護（民間企業／政府） 

 
中国においてもっとも大きな課題が、知的所有権の保護であると言われている。日本企業

からも知的所有権の保護に関する制度が未整備であるとの指摘が数多くなされたが、中国政

府もまた、日本企業が「知的所有権」を一番の課題と捉えていることを十分理解していた。

発展改革委員会のメンバーへのインタビュー調査によれば、こういった状況を踏まえ、中国

政府も知的財産権の保護に関する制度を含め、海外企業が進出しやすい環境を整備しつつあ

るとのことであった。 
中国には知的財産権に関する法律がある。「確かに、他国の知的財産権に関する法律と比べ

ていまだ不完全である」という意見が中国政府から挙げられたように、驚異的なスピードで

経済発展が続くなか、法律では対処することができない問題も頻発する。ただし、中国政府

も新しい問題が出れば、すぐに対応しており、知的財産権の問題は今後クリアされていくと

いう見方をしている。 
海外企業は、 近になって、知的財産権の保護が進みつつあることを理解し、多少のリス

クには目をつぶり、環境製品の販売ならびに投資を行い、シェアを順調に伸ばしている。ま

た、インドなど市場が未成熟な段階であるが、外資系企業が現地企業と提携し、先行的に現

地で事業を展開している事例も見られる。一方で、日本企業は過去の情報やイメージをもと

に、常に新興市場を不安視している状況にある。 
今後は、日本企業も積極的にリスクテイクをし、マーケットシェアを確保することが重要

と言える。ただし、万が一、知的所有権の問題が起こった時に対処できるよう、そのリスク

を可能な限り回避していく取組を進めておく必要がある。例えば、我が国が準備する貿易保
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険などの活用などが期待される。また、中国国連工業発展機構など、中国に進出する国際的

機関と連携した活動を実施し、知的所有権に関する法律関係機関の協力が得られる体制を構

築しておくことも有効と言える。 
 
 
■政府によるサポート体制の充実（政府） 

 
現地政府は、日本政府による資金面、人材面での日本企業へのサポートが少ないことも課

題として挙げられた。中国の場合、日中政府間での協力は進んでいる。日中友好環境保全セ

ンターが設立され、中国の環境保全に関する取組のみならず、 近では日本と中国とが協力

して、第三国支援まで手掛けるほど、その活動範囲が広がっている。今では、中国の環境保

全活動において無くてはならない存在となっている。現状、本機関の日本企業との関わり方

は、日本企業の中国進出を支援するというよりも、中国に進出した企業のノウハウを現地企

業に紹介し、現地企業の取組に反映させることである。日本企業が現地に進出する際に、日

本政府として支援する機関や仕組みは現時点では作られておらず、「中国に進出しようとす

る自国企業への支援と言う観点では、海外政府と比較すると、日本政府の関わりは弱い」と

いう意見が中国政府から挙げられた。 
一方、欧米や韓国の政府は、現地の政府と環境問題について対話する機会を持ち、さらに

は、セミナーや視察等の交流も行っている。例えば、韓国環境省と中国山東省環境部は、年

に 1 度総会を実施し、定期的に情報交換を行っている。本総会は両国間企業の交流を推進す

ることを目的として実施されている。そのため、総会には政府のみならず、両国有力企業の

代表者も訪れている。また、総会を行うことが目的ではなく、総会実施後に事業として実現

させることが目的であることから、実現できているかどうかを政府が定期的に確認するなど

の活動も実施している。逆に、欧米企業や韓国企業が中国企業と交流する際に、両政府（あ

るいは自治体）も会合に参加しているとのことであった。 
今後は、現地政府・企業との交流機会を増やす活動を実施するなど、政府が企業をサポー

トする取組は必要不可欠であると言える。なお、「中国と日本における首脳レベルでの会合で

は、環境問題について語る機会が少ないという印象がある」との指摘もあった。他国の首脳

との会談時には、早い段階で環境対策がテーマに挙げられるとのことであり、「首脳の環境問

題への関心の深さも政府間レベルの取組に影響を与えるのではないか」という指摘もあった。 
 
 
■現地政府への相談の実施（民間企業／政府） 

 
日本企業が現地に進出する場合、各国の環境担当部署などと相談しながら事業を進めてい

くことが望ましいと言える。実際、海外企業は、政策・規制の動向、競合他社の動向（参入

状況）などについて積極的に相談しているとのことであった。現地政府も日本企業の参入を

期待している状況にあって、どういうタイミングで、どういう方法で参入するのかについて、
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日本企業は現地の政府に相談することで事業の実効性が高まることが期待される。 
しかし、日本企業が現地の政府に相談するには、どうしてもハードルが高く感じられるこ

とが想定される。先にも紹介した「日中友好環境保全センター」では、中国環境省国際協力

局と連携した活動を実施しており、同センターならびに同センターを通じて、現地への事業

進出可能性について相談することも一つの有効な打ち手になると考えられる。 
 

日中友好環境保全センターの体制図27 

  
 
 
■人的ネットワークの拡充（民間企業／政府） 

 
現地で環境ビジネスを実施する場合、現地企業などとのネットワークを保有する必要があ

る。現在、政府間同士、民間企業同士、さらには大学等の学識経験者同士のコミュニケーシ

ョンはあっても、たすき掛けしたコミュニケーションが現時点では図られていないという状

況にある。例えば、中国の政策決定プロセスには、国家発展改革委員会が寄与しており、同

委員会には学識経験者が多数参画している。これら学識経験者とのネットワークを保有する

のが日本の学識経験者である。日本には著名な学識経験者が多数存在しており、彼らは国際

共同研究などを通じて現地の有識者と強固な学術的ネットワークを保有している。そのため、

現地政府の政策決定に深く携わる学識経験者とのネットワークを保有する日本側の学識経験

者を通じ、海外の学識経験者と交流を持つことも有効な打ち手になると考えられる。 
また、現地政府からは「情報プラットフォームの設立」の必要性が挙げられた。日中環境

ビジネスプラットフォームのような機関があり、両国の環境ビジネスに関連する事業者、ユ

ーザーなどが参加することによって、より効率的に人的ネットワークを拡大できるというこ

                                                  
27 なお、現在進行している同センターで実施している循環型経済推進のためのプロジェクトにおける体制図とな

る。 
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とであった。なお、現在、中国では、産業振興のための連携組織「国際科学技術革新連合

（IUSTI）」が立ちあげられ、中国および海外の政府、産業、学界、研究開発、投資、ユーザ

ーに関連する団体が本組織に加盟している。こういった既存の組織への参画も有効な打ち手

になると考えられる。 
 

 
■営業機能の現地化（民間企業） 

 
先にも示したように、海外企業は、早くから現地法人を立ち上げ、現地化を進めてきた。

また、政府とのコネクションを持つ人材を活用し、現地での営業を積極的に展開している。

さらに、現地の言葉を使える人材がいることは、販売チャネルの開拓において非常に有利に

働くと言える。 
今後は、人的ネットワークを拡充させるのみならず、すでに強いネットワークを持つ人材

を抱える現地企業と提携するなど、営業機能を現地化することで、競争を優位に進めること

が可能になると考えられる。 
 
 
以上のように、多くの課題、および課題克服に向けた対策の方向性がインタビュー調査に

よって明確にされた。今後は個別の対策の方向性に対し、民間企業が独自に対応しつつも、

官民ならびに業界全体が連携し、研究レベルからのモデル事業、実証事業を実施・検証し、

より実効性の高い対策へと発展させていくことが期待される。 
 
 



 

65 
 

■新しく把握された情報 

 

今回、現地政府、現地企業等へのインタビュー調査を実施し、現時点で日本では取得されて

いない情報でありながら、環境産業を展開する上で有効と思われる情報がいくつかあった。以

下、その情報を紹介する。 
 
○ 中国 ： 産業振興のための連携組織「国際科学技術革新連合（IUSTI）」の立ち上がり 

中国の科学技術部では、第 12 次 5 カ年計画の推進策として、国際科学技術革新連合

（IUSTI）を立ち上げた。これは官・産・学・研・資・用（政府、産業、学界、研究開発、

投資、応用）の各部門が協力し、技術協力の開始、イノベーションに関する経験（情報）の

交換、技術移転の促進、ベンチャー投資の奨励、科学技術実績の商業的応用の加速、人材の

育成、人的交流の活発化に取り組むようにすることを目的とした組織である。対象範囲は、

環境装置を含む、科学技術分野全般となっている。 
業務範囲、組織構造、 近のプロジェクト・イベント・メンバー向けサービスのほか、現

メンバーのリストを以下に紹介する。 
現段階では、中国の国営企業や民間企業に加え、欧米企業ら 200 以上の機関・企業がメン

バーに加盟している。ビジネスを実施する上で、欧米とはすでに関係があったことから、欧

米企業に対しては十分な組織の周知活動ができたが、日本とのつながりは薄く、情報は伝わ

っていないとのことであった。ただし、「科学技術部としては日本からの参加を心から歓迎す

る」とのことであった。 
なお、ホームページは 3 月過ぎに開設予定である。 

 
【業務範囲】 

・国際レベル・国内レベルで学術的なシンポジウムや交流を組織するとともに、国内外の政

府機関、企業、研究機関および大学の間でコミュニケーションを促進する。 
・国内外の政府当局者や起業家、研究者、専門家に、議論やセミナー、協議、講演、視察、

見学会、訓練などへの参加を促す。 
・共同技術研究開発を開始する。 
・国際的技術移転を促進する。 
・国内企業および外国企業の「進出」と「招致」を促進する。 

 
【組織構造】 

IUSTI 当局   ：協議会 
主要関連機関 ：国際企業各社の在中国研究開発センター、新エネルギー委員会、省エネル

ギー・環境保全委員会、新素材委員会、生物医学委員会、文化・創造産業

委員会、先端製造委員会、バイオテクノロジー育成委員会 
日常的管理機関：事務局（北京中 SiKeBo 国際科学技術開発有限公司組織内に設置）  
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【 近のプロジェクト】 
・中国企業が米国系多国籍企業の在中国研究開発センターと協力する方法に関する研究 
・先進国の研究開発センター移転傾向と中国の対抗戦略に関する研究 
・東莞松山湖科学技術産業園区の国際科学技術協力戦略研究 
・発展途上国向け科学技術援助の強化活動 
・紅河文化のソフトパワー強化に向けた戦略計画 
・莱陽市の科学技術・社会経済開発に関する戦略的研究 
・東洋文化と民主主義の精神の回復――杭州市を実例として利用 
・西洋文化科学技術工業団地の建設に関する研究 
・鄧小平国家革新賞に関する適用性研究 
・中央電視台（CCTV）対話の計画――農業の CMOS チップ 

 
【 近のイベント】 

・サンフランシスコ副市長の歓迎会 
・キーズ大学副学長の歓迎会 
・フィリップス副社長との協力交渉 
・マーウェル・カンパニー取締役の歓迎会 
・クォンタム・ファンド取締役ソロス・ジュニア氏の歓迎会 

 
【 近のメンバー向けサービス】 
・IUSTI との資源共有について清華大学副学長とのディスカッション 
・水上風力技術について天津大学学長の龚克氏とのディスカッション 
・携帯電話用チップの研究開発技術について華旗資訊会長の Feng Jun 氏とのディスカッシ

ョン 
・大塘テレコミュニケーションズ・グループの 3G 基準国際化についてマーケティングディ

レクターの Zhu Yingjian 氏とのディスカッション 
・大豆産業チェーンの拡大について中国大豆協会副会長の Liu Denggao 氏とのディスカッシ

ョン 
 
【現メンバーのリスト】 

IBM 中国研究所、マイクロソフト・チャイナ中国研究所、米国系ユナイテッド・テクノロジ

ーズ社の在中国研究開発センター、フィリップス中国研究所、H＆Q アジア・パシフィック、

アメリカ半導体協会、スイス系エリコン社、チャイナ・インベスティング US 社、中国海洋

石油有限公司の新エネルギー会社、大塘テレコミュニケーションズ、海信グループ、北京合

衆 SiZhuang 科学技術有限公司、華旗資訊、TianWei 太陽エネルギー技術有限公司、上海浦

東エネルギー効率センター、維坊 Daben プラスチック接着剤有限公司、清華大学、北京化

学工学大学、天津大学、燕山大学 他 
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○ インド ： FICCI（インド商工会議所連合会）による「第 1 回インド持続可能性会議」 

 
FICCI（インド商工会議所連合会）28はインドの先進的業界組織である。FICCI は、企業

間の連携を推進し、貿易と投資との連関を促進し、企業にとっての重要問題に関する認識を

促し、政策決定に関する情報を提供し、政府と業界間の意見交換のパイプ役を果たすととも

に、二国間関係の推進への取り組みを行っている。 
現在 FICCI では、国内外においてインドの環境産業に対する関心を持っており、「第 1 回

インド持続可能性会議」を、2011 年 4 月 14 日と 15 日にニューデリーにて開催する。今回

の会議は、持続可能性における企業の役割と、持続可能性パラダイムに向けた重要な理念に

ついての議論を行う、インド 大の機会となる予定である。また、世界的な大企業が、高い

持続可能性目標を掲げることで、持続可能性に関していかにリーダーシップを発揮し、企業

戦略におけるパラダイムシフトを実現しているかについてもプレゼンテーションを行う。ま

た、今回の会議では、個別のセッションに加えて、環境持続可能性の重要性をテーマとした、

クリーン・テクノロジー・エキスポ（Expo on Clean Technologies）を開催します。持続可

能性の課題に 前線で取り組む、各国、各企業、各機関が参加する予定である。 
以下、「第 1 回インド持続可能性会議」の目的、内容等について紹介する。 

 
【 近のプロジェクト】 

2011 年インド持続可能性会議は、以下を目的とし、企業が持続可能性に関する重要問題に対

処するための知識、ネットワーク、能力を構築するための場を目指す 
・全体の事業戦略にいかに持続可能性を組み込みことができるかについての、指針を提示す

ること 
・持続可能性に関する基本的な問題に対処するための手段を発見すること 
・持続可能性に向けたインドの産業界の進展と、包括的成長に関するモデルを提示すること 
・投資家と金融機関が画期的な持続可能性プロジェクトを特定するための機会を推進するこ

と 
・環境分野とクリーン・テクノロジー分野におけるインドの能力向上に焦点をあて、世界的

なパートナーシップを通じた、国内における同分野の発展を推進すること 
・企業間の連携を実現し、画期的な思考プロセス、知識の共有、能力の構築についての意見

を交換すること 
 
【テーマ】 

・持続可能な事業戦略、サプライ・チェーンの持続可能性、持続可能性と持続可能性報告の

動向における企業のベストプラクティス、持続可能性評価を通じた貸し出しリスクの抑制、

今後 10 年間における持続可能性についての CEO の視点、ガバナンスと持続可能性、包括

的成長の推進、環境持続可能性に向けたクリーン・テクノロジー、水管理と持続可能性 

                                                  
28 www.ficci.com 
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【参加対象者】 
・各分野のインド国内、および多国籍企業 
・クリーンテック技術の供給者、プロジェクト開発者、およびコンサルタント 
・環境サービス提供者 
・金融機関 
・コンサルティング会社 
・政府機関 
・二国間機関、および多国間機関 
・学術機関、および研究機関 
・認証機関 
・炭素諮問会社、および炭素コンサルティング会社 
・業界団体 
・環境法律事務所 
・都市部の地域団体 
・メディア 
 

 
詳細なパンフレット等は、参考資料として掲載している。 
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（１）中国の環境保全基準に関する「第12次5カ年計画」（公開草案） 

 
（２）International Union for Science and Technology Innovation (IUSTI) 

 
（３）FICCI（インド商工会議所連合会）による「第1回インド持続可能性会議」 
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（１）中国の環境保全基準に関する「第12次5カ年計画」（公開草案） 

 
一、環境保全基準の発展の現状と要求事項 

 中国の環境保全基準は、1973年の制定以降、30年以上にわたる発展を遂げ、環境品質基準、汚

染物質の排出（規制）基準、環境モニタリング基準を中心として、環境基本基準、基準の改訂規

格、管理標準類の環境保全基準等を含む基準体系が構築された。基準の適用範囲は、水質、大気、

土壌、騒音と振動、固形廃棄物と化学製品、生態系、核と放射能等の環境要素に及んでいる。 
 「第11次5カ年計画」の期間中に、中国では環境保全基準に関する取り組みが急ピッチで進めら

れ、国と地方における環境保全基準体系の内容が次々に追加され、基準体系がより整備され、国

の経済社会の成長において基準が果たす役割も益々大きくなり、環境保全の取り組みを通して基

準が果たす整備と支援の役割も一層顕在化している。 
 
（一）「第11次5カ年計画」における環境保全基準に関する作業の主な進展 

 「第11次5カ年計画」の期間中に、環境保護部および旧国家環境保護総局は、科学的発展観を掘

り下げ、徹底して実行し、エコロジー的文明の建設を大々的に推し進めると共に、国の環境保全

基準に関する「第11次5カ年計画」を全面的に準備し且つ実施し、国の環境保全における重点的取

り組みに沿って、環境保全基準に関する作業に更に力を注ぎ、基準に関する取り組みを目覚まし

く進展させた。 
 
1、基準計画の準備と実施が全面的に行われ、基準に関する作業は全面的に推進され、大幅に前倒

しされた。 

 基準の数が急激に増加した。「第11次5カ年計画」の期間中に公布された国の環境保全基準は年

平均100件以上に達し、30年以上にわたる環境保全基準に関する作業の歴史においても例を見な

い大幅増を記録した。中国では合計1400件余りの環境保全基準が公布されているが、その内訳は、

現行基準が1263件、施行期間が長いために廃止された基準が162件であり、現行基準は「第10次5
カ年計画」末期に比べて438件の増加となった。 
 基準の種類が日増しに増加した。現行基準の内訳は、国の環境品質基準14件、国の汚染物質の

排出（規制）基準130件、環境モニタリング基準688件、環境基本基準と基準の改訂規格18件、管

理標準類の環境保全基準413件となった。環境品質基準、汚染物質の排出（規制）基準、環境モニ

タリング基準等、重要な環境保全基準体系は既に概ね構築され、国の環境保全基準体系の枠組み

も概ね完成した。 
 地方における環境保全基準に関する作業も始まっている。「第11次5カ年計画」の期間中に、現

地の発展水準と環境管理の要求事項に適合した一連の地方環境保全基準が全国で公布された。現

時点までに正式に国に届け出があった地方の環境保全基準は合計60件を数え、内訳は、現行基準

が51件、既に廃止されたか、または代替された基準が9件であり、現行の地方の環境保全基準は「第

10次5カ年計画」末期に比べて37件増加した。 
 
2、国の各分野に対する環境保全作業の要求事項が的確に考慮され、多くの重要な基準が速やかに
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公布された。 

 エコロジー的文明を建設するという要求事項に対応し、国の環境品質評価体系を改善するため、

環境品質基準の改訂作業が全面的に展開された。経済社会の成長状況に応じて、国の騒音環境品

質評価体系を改善するため、関連する科学研究の進展状況に基づき、「騒音環境品質基準」（GB 
3096-2008）の改訂と公布が行われた。同時に、地表水の環境品質基準、海水の水質基準、農地

灌漑用水の水質基準、漁業の水質基準、環境大気品質基準および土壌の環境品質基準という6件の

環境品質基準に関する改訂作業が行われた。基準の改訂作業が刷新され、環境品質基準の改訂に

対する意見や提案を社会から幅広く集めると共に、目標を設定した上で改訂作業が実施され、今

後の取り組みに対して強固な基礎が構築された。 
 環境に配慮して参入条件を全般的に高めに設定し、汚染物質の排出削減と産業構造の 適化を

促進し、国の排出基準の制定作業が進められた。「第11次5カ年計画」における国の環境保全目標

に沿って、重点産業と汚染源を対象とした30件余りの国の排出基準が公布されており、その中に

は、製紙工業、製薬工業、農薬工業、石炭工業、非鉄金属製錬工業、建材工業、農産物加工業、

自動車および施工機械等を含めた水質と大気の汚染を防止するための排出基準や工業企業と社会

生活の分野における環境騒音の排出基準が含まれている。また、新しい排出基準の制定と施行を

通して、汚染の規制水準を大幅に引き上げ、化学的酸素要求量や二酸化硫黄の排出削減および関

連産業の構造調整を効果的に促進している。環境モニタリング基準、環境情報の発信基準、環境

法の施行に伴う実地検査基準の改訂作業を大々的に展開し、汚染物質の排出削減に技術的根拠を

提供した。このほか、火力発電工業、合成アンモニア工業および畜産業・養殖業等に対する汚染

物質の排出削減基準の改訂作業を全面的に推進し、窒素酸化物とアンモニア態窒素による汚染を

規制するための準備が整った。 
 北京オリンピックとパラリンピック、上海万博や広州アジア大会等、国の重要なプロジェクト

における環境品質の保証作業を支援し、重大な自然災害や汚染事故に対する応急処置の要求事項

に対応させるため、基準の制定と施行に関する作業が迅速に進められた。国の大型プロジェクト

の遂行中における地域の環境品質を保証するため、原油備蓄倉庫、タンクローリーおよびガソリ

ンスタンドに対する大気汚染物質の排出基準と展示会用地の土壌環境品質評価基準が制定公布さ

れた。また、国務院の許認可を受け、北京、上海、珠江デルタ地区では国の第4次自動車排出ガス

規制を前倒しで実施したほか、車両用燃料のクリーン化水準を引き上げ、国の第4次自動車排出ガ

ス規制を全国で円滑に実施するため、自動車用のガソリンと軽油に含まれる有害物質の規制基準

の制定と改訂作業を実施した。太湖の青藻汚染事件以降、旧環境保護総局は、基準体系と施行体

系を大幅に調整し、国の排出基準の中に環境配慮特別地域と環境脆弱地区における水質汚濁を防

止するための特別排出規制値を設け、特別排出規制値を含む排出基準を多数公布すると共に、関

連する省の人民政府と協議の上、特別排出規制値の適用期間と適用範囲を定め、太湖流域の産業

構造の調整と環境品質の改善を効果的に促進した。 
 四川大地震以後、地震の災害救助活動を支援し、被災地の環境保全の取り組みを指導するため、

飲用水の安全性、固形廃棄物の処理、一時保管用地の建設等の分野における複数の環境保全技術

基準が緊急に制定された。また、災害後の再建期間においては、「地震被災地仮設住宅撤去環境保

全技術基準」が公布された。 
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 陜西鳳翔等で児童の鉛中毒事件が発生した際には、国の排出基準の施行過程に存在する問題を

対象として、汚染源の監視システムを改善し、環境面の安全性を確保するため、新しい国の排出

基準においては、汚染源周辺の環境品質に対して監視を行う上での要求事項を定めると共に、鉛、

亜鉛、アルミニウム、銅、ニッケル、コバルト、マグネシウム、チタン等の非鉄金属の製錬工業

に適用する国の排出基準を公布した。 
 環境保護法を施行する上での要求事項に基づき、排出基準の体系構造を調整し、水質汚濁を防

止するための間接的排出規制値を設けた。改訂された「中華人民共和国水汚染防止法」を一貫し

て施行し、水質汚濁に対する国の監視システムを改善するため、環境保護部は、現行の水質汚濁

を防止するための排水基準体系を補足しており、既存の直接的排出規制値を基礎として、水質汚

濁を防止するための間接的排出規制値を設定すると共に、排出基準の制定作業に使用するため、

「国の汚染物質の排出基準に対する水汚染物質監視案」を定めた。 
 環境管理の標準化を促進した。一連のクリーナープロダクション基準、環境アセスメントの技

術指針、建設事業の竣工における環境保全検収の技術基準、資源の開発と管理に対する生態系保

全基準、核と放射能の環境保全基準、環境情報伝達基準、化学物質の環境管理基準、基準改訂の

技術指針等、管理標準類の環境保全基準が制定公布され、各分野における環境保全の監督管理作

業の整備に対して、重要な技術的根拠となっている。 
 
3、科学技術による環境保全の振興戦略が進められ、基準の研究作業が著しく進展した。 

 基準に関係する科学研究事業の件数が著しく増加している。基準に関する取り組みの要求事項

は、科学研究事業を立案する際の重要な根拠の一つとなっており、より多くの科学研究事業にお

いて、環境基準と基準が重要な研究内容とされ、または科学研究の成果を基準に転化させている。

「水質汚濁の規制と整備」に関係する科学技術重大事業、国家973事業の「湖沼の水環境基準研究」

および環境保全の公益性事業に関する科学研究では、いずれも環境保全基準と規格を重要な領域

または内容の一つとしている。 
基準に関する科学研究成果の支援的役割が次第に顕在化している。「汚染物質の排出基準の制定

および施行に関する方法の研究」、「環境品質基準の制定方法の研究」等、環境保全に関係する公

益性事業についても、製紙、紡績、染色、農薬、製薬、鉄鋼等、18の重点産業における国内外の

水質汚濁を防止するための排水基準に関する比較研究が完了しており、中国が工業分野に対して

水質汚濁を防止するための国の排水基準を定める上での重要な参考となっている。 
 
4、環境保全に関する新たな取り組みを積極的に模索し、基準の改訂作業と管理システムを刷新し

た。 

 整った規則制度が定められ、各分野の基準に関する取り組みが整備された。「国家環境保全基準

の改訂作業管理規則」、「国家環境保全基準の改訂事業計画管理規則」、「国の汚染物質の排出基準

改訂作業の強化に関する指導意見」等の公文書が公布された。各種基準の改訂作業を整備するた

め、環境モニタリング方法の基準、環境基準に関するサンプリング、クリーナープロダクション

基準および審査のガイドライン等、一連の基準改訂作業についての技術基準が公布された。また、

地方の環境保全基準に対する指導と届け出管理作業を強化するため、新しい「地方環境品質基準



 

73 
 

と汚染物質排出基準届け出管理規則」を公布し、一部の地域にみられた基準の制定公布に関する

越権行為を是正し、松花江流域の省を指導し、水質汚濁を防止するための排水基準を公布した。 
 また、基準に関する行政事務の公開を大々的に推進し、基準に関する取り組みの公開性と透明

性が引き続き向上した。国の行政事務における公開制度を厳格に実施し、基準に関する取り組み

全般の透明化を実現し、一般国民の知る権利と参加権を確実に保障した。一般からの意見聴取作

業を整備するため、「国の環境保全基準草案に対する一般国民の意見の聴取と処理の事項に関す

る通知」を公布すると共に、環境保護部のWebサイトでは意見フィードバック用プラットフォー

ムを開放した。環境保全基準の解釈と照会に関する作業を整備するため、基準の照会用ホットラ

インを開設し、基準の行政解釈を一般に公開している。基準に関する情報の配信と伝達の作業を

強化し、国の全ての環境保全基準を政府のWebサイトで公開すると共に、基準の出版業者は、業

界内において一般的に採用されている複製防止のセキュリティ印刷を放棄し、通常の印刷方法で

国の環境保全基準を出版し、環境保全基準の公益性文書としての性質を維持している。 
 
（二）「第12次5カ年計画」における環境保全基準に関する作業の要求分析 

 中国の環境問題は、「共通ではあるが、独自の」特性を有している。百年以上にわたる工業化の

プロセスの中で先進国に段階的に発生した環境問題が、中国では改革開放という30年余りの急速

な成長の過程で発生しており、構造性、圧縮性、複合性、地域性およびグローバル性という五つ

の大きな基本的特徴を呈している。このため、中国における環境保全基準に関する作業は顕著な

成果をあげているが、常に発展し、変化し続ける新しい状況に対して、環境保全規格に関する作

業は、依然として時代と共に発展し続ける必要があり、新しい問題に積極的且つ能動的に対応し、

新しい要求事項に対応させ、新しい局面を打開しなければならないため、基準体系の科学性、シ

ステム性、協調性、完全性および適合性等の分野においても、更なる強化と改善が必要である。

「第12次5カ年計画」の期間中、基準に関する取り組みにおける外在的および内在的発展要求とし

ては、主に次の分野があげられる。 
 
1、構造の 適化を重点として、環境保全基準体系の協調性と完全性を更に向上させる。 

 中国における現行の国の環境保全基準間は、繋がりや調整が不十分であり、各種基準間の協調

性には強化が必要である。同時に、基準の数量と内容は、新時代における環境保全の取り組みの

要求事項に完全には対応していない上、個別の基準の公布期間が長過ぎるため、内容的に古くな

っている。また、環境モニタリング方法に関する基準が数量的に不足しており、環境品質基準や

汚染物質の排出基準に関する監視の実施と環境モニタリング作業の要求事項に全く対応させるこ

とができていないほか、先進の分析方法も採用されていない。生態系の環境保全基準に関しては、

制定と施行のメカニズムが不明瞭である。このほか、地方の環境保全基準は、国家基準の発展速

度に比べて依然として緩慢であり、網羅している分野も限られている。 
 上記の問題を解決するためには、基準体系の完全性と協調性の向上を目標として、国の環境保

全基準体系に対して、更なる合理化と 適化を図り、改善すると共に、地方における環境保全基

準の発展を大々的に推進し、国家基準と緊密に関連付けて、相互に協調できる地方の環境保全基

準体系を初歩的に構築する必要がある。 
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2、大局的な取り組みを中心に据え、環境に対する監督管理作業を整備支援するという基準の役割

を更に活用する。 

 基準体系は、様々に相互に独立し、相互に関連する基準により構成されており、各基準は、通

常、複数の環境要素（汚染物質等）に関係し、一つの環境要素は往々にして更に複数の基準に関

係している。特定の環境問題を解決するためには、通常、複数の基準を同時に施行する必要があ

る。しかし、基準の数が多くなった場合、具体的内容を理解するためには、基準を全面的且つ詳

細に読み解く必要が生じ、これは基準を使用する者にとって一定の困難となる。 
 環境に対する監督管理作業を整備支援するという基準の役割を更に活用するため、基準体系の

表現方法を適度に調整する必要があり、一部の重点的且つ 優先の環境問題（汚染物質の総量規

制、重金属汚染、有毒有害物質の規制等）を対象として、各種現行基準を複合し、いくつかの基

準シリーズ（即ち、基準群）を形成する必要がある。例えば、CODの基準シリーズには、CODの

指標評価、排出規制、監視、測定計算、情報伝達等の作業に関する全ての基準が含まれ、若干の

水環境品質基準、汚染物質の排出基準、環境モニタリング基準、環境基準のサンプリング、オン

ライン監視および情報伝達基準、環境アセスメントのガイドライン等が含まれる。 
 同時に、環境保全に関する国の様々な取り組みの重点と 優先で解決しなければならない環境

問題に沿って、既に形成された各基準シリーズの系統性と適合性に対して更に評価を実施すると

共に、各基準シリーズを常に増補し、基準体系の立体的ネットワーク構造を改善し、複数の基準

を集積することによって、環境品質、排出規制、モニタリングや監視等の分野における要求を完

全に表現しなければならない。 
 
3、運営面での標準化を手段として、基準の施行と効果に関する評価を更に推進する。 

 基準を制定する 終的な目的は、施行すると共に、効果を生み出すことにあり、したがって、

基準の施行と効果の評価は、基準の制定と同様に重要である。基準の改訂作業を全面的に推進す

ると共に、基準の普及活動や研修と施行効果の評価作業を同時に考慮する必要がある。また、普

及活動や研修を通して、各関係方面に対して、基準の内容と要件に対する理解を求めると共に、

全面的且つ厳格に、効果的な基準の施行を促進しなければならない。効果の評価を通して、基準

の施行プロセスに存在する問題を発見し、これを基準の改訂と環境に対する監督管理作業の改善

における根拠としなければならない。「負のフィードバック」の基準改訂作業システムを確立し且

つ改善し、基準の施行効果の評価作業に基づき、改訂作業を実施し、基準に関する取り組みにお

ける「閉ループ制御」を実現する必要がある。基準のプロセス全般を更に強化し、管理を標準化

し、基準の改訂作業を通じて参入条件を引き上げ、事業の立ち上げを厳格化し、基準に関する取

り組みの先見性と予見性を向上させる必要がある。 
 
4、法規の模索を推進力として、基準に関する取り組みの発展の基礎を更に強固なものとする。 

 歴史的条件の制約から、中国における環境保全基準の科学的研究の基礎は比較的脆弱である。

環境基準の研究は殆ど行われておらず、環境品質基準の制定プロセスにおいては、国外の基準が

多数採用され、その適合性に関しては、厳格な検証が行われていない。環境品質基準や汚染物質

の排出基準の制定と施行に関する基本理論研究は系統性を欠いており、長年にわたる取り組みに
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おいて大量の実務経験が蓄積されてはいるが、理論的側面からは帰納、抽出および昇華が行われ

ていない。環境保全基準と健康への基準、生態系への基準、法律法規、倫理道徳、公平正義、経

済社会の発展要件等との関係という分野については、今後、更に研究を進め、解決しなければな

らない問題が大量に存在している。 
 環境保全基準の発展の要求事項を対象として、関連する問題に対する科学的な研究作業を強化

し、関連の研究作業の方向性、適合性および有効性を引き上げ、基準に関する研究成果を基準に

関する取り組みに確実に役立て、基準に関する取り組みの要求事項に対応させ、基準に関する取

り組みの発展の基礎を更に強固なものにする必要がある。 
 
5、根本からの整理を目指し、環境保全の技術法規を実現する手段を更に模索する。 

 現在実施されている環境保全基準による管理体制および国の法制構築の要件、国際的な汎用規

則（WTOの規則等）、基準に関する取り組みに内在する法則等との間には、いずれもかなり大き

な差が存在している。計画経済の時代に作成された基準による管理体制が採用されているため、

基準の集中統一管理が強調されており、また、任意基準と適用が義務付けられている技術法規が

混在し、基準の制定と施行に関する権限が誤って解釈され、技術法規の権威性と厳粛性が損なわ

れており、主管省庁による法に基づく行政事務の管理が阻害されている。一部の地方では、法的

権限を逸脱して地方の環境保全基準を審査するという問題が発生している。 
 様々な措置を講じて、中国における環境保全の技術法規を実現する手段を積極的に模索する努

力を払い、環境保全基準の管理体制を段階的に「立法」における法の精神と国際慣例に近付ける

と共に、管理体制において、基準と技術法規の分離を実現する必要がある。 
 
二、指針となる考え方と基本原理 

（一）指針となる考え方 

 科学的発展観を指針とし、エコロジー的文明の建設と調和社会の構築を主たる目的とし、「総量

の削減、品質の改善、リスクの防止」という「第12次5カ年計画」における三つの環境保全の取り

組みの重点に沿って、環境保全の新たな道を積極的に模索し、基準体系の構築作業を引き続き全

面的に推進すると共に、基準体系の枠組み構築から基準体系の内容改善への転換、国家基準を重

点とした発展から国と地方の基準の平衡的発展への転換、汚染産業の特徴を体現することから国

の重点的な環境保全作業の要求事項に対応させることへの転換、単純な基準制定モデルから基準

の制定、施行、監督、評価、改訂等の複合的な作業モデルへの転換という新時代の基準に関する

取り組みの四つの転換を実現しなければならない。また、環境品質基準、汚染物質の排出（規制）

基準、環境モニタリング基準、環境基本基準と基準の改訂規格、管理標準類基準という五つの分

野の環境保全基準を改訂し、基準体系の協調性、完全性、科学性、系統性および適合性を更に引

き上げ、基準体系における大枠から仔細へ、膨大から強固への転換の実現に努め、基準と政策・

法律・法規を関連付け、経済社会の持続可能な開発を促進する必要がある。 
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（二）基本原理 

1、統一的に計画すると共に、各方面に配慮し、重点課題を解決する。 

 汚染物質の排出削減、重金属汚染に対する整備、生活ゴミの処理と処分、環境災害対策等、重

要な環境問題に沿って、若干の環境品質基準と汚染物質の排出（規制）基準、環境モニタリング

基準を中心とし、関連のクリーナープロダクション基準とその他の環境保全基準に対応する基準

を複合し、人々の健康と社会の安定に危害を与える顕著な環境問題の緩和と解決に根拠と支持を

提供する。 
 
2、方法を重視し、実質的な効果を求める。 

 環境保全基準の科学的区分による位置付けと役割、基準理論の改善を基礎とし、基準体系の改

善を手段とし、基準の施行と管理の強化を保障として、影響が広範囲で危害が深刻な環境問題を

突破口とし、人間本位を堅持し、産業の技術的進歩を確実に推進し、産業構造の 適化を推進さ

せ、環境品質を改善する。 
 
3、先人の後を受け、新しく発展するための端緒を開き、刷新に果敢に取り組む。 

 30年余りにわたる環境保全基準の作業経験を基礎とし、新しい情勢下における汚染物質の出所、

媒質、類別および範囲の特徴に基づき、環境管理の要求事項を考慮し、基準の改訂と管理に関す

る方針を刷新し、 適化した環境保全基準体系の方法、基準の支援的役割を強化する手段および

国と地方の環境保全基準体系の構築と協調を同時に推し進める取り組みを提案する。 
 
4、重点を攻略し、困難を克服し、安定して推進する。 

 環境を取り巻く情勢、基準の現状および発展の要求から出発し、「第12次5カ年計画」における

基準の発展計画の目標と課題を科学的に設定し、取り組みの問題点と要点を確定し、要求課題の

切迫性、現実的な基礎および難易度に基づき、合理的に計画すると共に、順を追って取り組み、

計画目標を安定的に実現する。 
 
三、計画目標 

（一）全体目標 

 「第12次5カ年計画」および今後更に長期にわたって法律を徹底させ、環境マネジメントシステ

ムを実行するという要求に対応するため、環境保全基準体系を更に改善し、異なる基準を複合的

に適用することにより、総量規制、環境品質の改善およびリスク防止を支援し、環境保全基準の

施行と管理を更に強化し、環境保全基準と有機的に繋がる地方の環境保全基準の発展を大々的に

推進し、品質基準と排出基準に共に取り組み、総合型基準と産業別基準を併用し、国家基準と地

方基準を共に推し進め、基準の改訂と施行評価を共に重視する環境保全基準に関する作業の局面

を作り出し、汚染源の監視、環境品質と環境リスクの管理に基準と技術的支援を提供する。 
 

（二）目標指標 

1、国の環境保全基準に対する主な改訂の課題 
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「第12次5カ年計画」の期間中に、次に示す国の環境保全基準約800件に関して改訂を実施する。 
— 国の環境品質基準2～4件 
— 国の汚染物質の排出（規制）基準100件 
— 環境モニタリング基準580件 
— 環境基本基準と基準の改訂規格10件 
— 管理標準類の環境保全基準100件 
 
2、環境保全重点作業を支援するいくつかの基準の複合の形成 

— 化学的酸素要求量、アンモニア態窒素、二酸化硫黄および窒素酸化物の汚染物質排出削減に関

する環境保全基準等、総量規制と汚染物質の排出削減のための環境保全基準シリーズ。 
— 有毒重金属、残留性有機汚染物質およびその他の有毒有害物質の汚染防止に関する環境保全基

準等、主要有毒有害物質による汚染を防止するための環境保全基準シリーズ。 
— 環境リスク源の識別、環境リスク評価および環境汚染事故の災害対策の環境保全基準等、環境

リスクの防止と環境災害対策のための環境保全基準シリーズ。 
 
3、地方の環境保全基準の発展を大々的に推進 

— 地方での環境保全基準発展計画の制定を推進する。 
— 地方での環境保全基準の改訂作業の発展を促進する。 
 
四、計画課題 

（一）国の環境保全基準体系の更なる改善 

国の環境保全の取り組みにおける要求事項に沿って、環境品質基準、汚染物質の排出（規制）基

準、環境モニタリング基準、環境基本基準と基準の改訂規格、管理標準類の環境保全基準という

五つの分野における環境保全基準を改訂する。 
 
1、環境品質基準 

生態環境と人の健康の保護を目標とし、環境品質と傾向の変化に対する客観的反映を原則とし、

新の科学研究の成果と環境品質評価の作業経験を参考にして、水質、大気、騒音、振動等の環

境品質基準と環境品質評価の技術基準を改訂する。 
 
（1）水環境品質基準 

 水環境品質基準の系統性と協調性を引き上げ、地表水の環境品質基準、農地灌漑用水の水質基

準および漁業の水質基準を重点的に改訂し、三つの基準の整合を検討し、内容の重複による矛盾

を解決する。残留性有機汚染物質や新型汚染物質等の規制項目を追加する上での実行可能性を検

討し、環境リスクを防止する。基準の規制値を更に論証し、各機能水系の様々な水質要件を十分

に反映させる。中国の地域的特徴に適合し、生態系の区分に基づく湖沼の富栄養化指標を追加す

る上での実行可能性を検討する。汚染事故における水環境品質管理作業の特徴を対象として、リ

スク規制に基づく水環境の短期的評価の技術基準の構築を検討する。 
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（2）大気環境品質基準 

 大気環境品質基準および農作物の保護に関する大気汚染物質の 高許容濃度という二つの基準

の改訂と整合の検討を行う。大気環境品質基準の機能区別の分類案と汚染物質項目を調整し、オ

ゾン、粒子状物質（PM10）および鉛等の汚染物質規制値の変更を検討し、粒子状物質（PM2.5）
基準規制値を設定するためのフィジビリティースタディを実施する。汚染物質の濃度基準達成の

統計要求の追加を検討し、基準達成計画制度を確立し、大気環境品質基準の施行を推進する。大

気環境品質評価の技術基準を定め、合理的な環境品質と変化状況の評価作業規則を設ける。 
 
（3）騒音と振動の環境品質基準 

 空港周辺の騒音基準を改訂し、基準の実行可能性を引き上げ、空港周辺地域の騒音管理と計画

規制を強化する。都市区域の振動基準を改訂し、振動管理の考え方を合理化すると共に、振動が

人の健康に及ぼす影響を客観的に反映させる。また、交通幹線の騒音排出基準を定める。世界の

騒音基準に関する 新の研究成果を追跡し、中国の道路と都市道路、鉄道（特に高速鉄道）、航空

の騒音が人々に及ぼす不快度に関する調査研究を更に進め、騒音の管理に科学的根拠を提供する。 
 
（4）その他の関連基準  

 土壤の環境保全基準体系の確立を模索する。土壌生態系の環境品質の改善、農産物品質の安全

性の保障を目標として、土壌環境の品質基準と環境モニタリング技術基準を改訂する。 
 汚染地区における環境保全基準を初歩的に構築する。人の健康の保護を目標とし、健康へのリ

スク評価を手段とし、汚染地区の調査とリスク評価と回復技術基準を改訂し、鉛汚染地区の土壌

リスク評価、汚染地区の土壌回復目標値の確定と汚染地区における人体の曝露指標に関する調査

等、基準の研究と制定の作業に着手し、工業汚染地区における環境リスクの管理と汚染規制の基

準体系を初歩的に確立する。 
 生態環境の品質評価技術基準の確立を検討する。生態基準の定量閾値に関する基礎研究に取り

組み、農村と自然保護区における生態系の品質評価技術基準を重点的に構築し、区域別と分類別

の生態系品質評価技術基準の改訂を推進する。 
 核と放射能に対する安全基準の発展を推進する。安全第一を堅持し、中国の核エネルギーと核

技術の利用に関する発展の特徴および水準を考慮し、核と放射能の安全基準に関する基礎研究を

強化し、基準の自主的研究と制定のための支援を提供する。同時に、核と放射能の安全基準体系

の改善および推進に急ピッチで取り組み、中国の原子力発電と核工業の急速な成長の下、監督管

理作業の要求事項に対応させる。 
 
2、汚染物質の排出（規制）基準 

体系の 適化を重点として、水質、大気、固形廃棄物および環境騒音等の汚染物質の排出（規制）

基準体系を更に改善する。 
（1）水質汚濁を防止するための排水基準 

 水質汚濁を防止するための排水基準約30件を改訂する。水質汚濁を防止するための排水基準体

系と現行の水質汚濁を防止するための排水基準の状況に基づき、環境保全における重点的な取り



 

79 
 

組みの要求事項、汚染物質に関係する産業の種類と分担率の大きさを考慮し、「第12次5カ年計画」

期間において重点的に改訂すべき水質汚濁を防止するための排水基準を確定する。化学的酸素要

求量とアンモニア態窒素の総量規制に関する要求事項に対応させるため、鉄鋼業、有機化合物と

無機化合物の製造業、合成アンモニア、農薬、畜産業・養殖業、公共汚水処理場等、約20件の排

出基準を改訂する。重金属と残留性有機汚染物質に対するリスク防止の要求事項に対応させるた

め、非鉄金属工業とクロムおよびその化合物工業等の排出基準を改訂する。防止管理の厳格性を

保障するため、汚水の総合排出基準を改訂する。同時に、国の水質汚染物質の間接的排出に対す

る監視案を更に研究改善し、排出基準において、水質汚染物質の間接的排出の規制を強化し、環

境リスクを防止する。 
 
（2）大気汚染物質の排出基準  

 固定発生源からの大気汚染物質の排出基準約20件を改訂する。固定発生源からの大気汚染物質

の排出基準体系と現行の大気汚染物質の排出基準状況に基づき、環境保全における重点的な取り

組みの要求事項、汚染物質に関係する産業の種類と分担率の大きさを考慮し、「第12次5カ年計画」

期間において重点的に改訂する固定発生源からの大気汚染物質の排出基準を確定する。二酸化硫

黄と窒素酸化物の総量規制の要求事項に対応させるため、火力発電所、鉄鋼、石油精製、コーキ

ング、セメント及びボイラー等、約10件の排出基準を改訂する。重金属と残留性有機汚染物質の

リスク防止に関する要求事項に対応させるため、レアアース工業、再生金属工業、電子工業、電

池工業、火葬場等、5件の排出基準を改訂する。悪臭に対する規制を強化するため、悪臭大気汚染

物質の排出基準を改訂する。防止管理の厳格性を保障するため、大気汚染物質の総合排出基準を

改訂する。同時に、排出基準において、非組織的な排出の規制を強化し、環境リスクを防止する。 
 移動発生源からの大気汚染物質の排出基準体系を更に改善する。先ず、窒素酸化物、粒子状物

質および揮発性有機汚染物質の排出規制を重点として、自動車（新車）の排出規制要件を引き上

げ、オフロード移動機械、船舶、機関車の整った排出基準を構築し、有毒有害汚染物質と温室効

果ガスの排出規制基準の構築に関する実行可能性を検討する。次に、使用過程車、オフロード移

動機械の排出基準と監督管理技術基準を改訂し、大型ディーゼル車、オフロード移動機械の車載

測定排出基準の構築を検討し、使用過程車とエンジンの適合性に関する監督管理を強化する。第

三に、国際的な自動車の排出技術法規との協調を強化し、自動車、オフロード移動機械、燃料オ

イル等に関する技術法規の制定を積極的に追跡および参与し、自動車の排出基準を国際水準に引

き上げる。第四に、移動汚染源の燃料に関する環境保全指標体系を確立し、硫黄、添加剤、蒸気

圧、ベンゼン、オレフィン炭化水素および芳香族炭化水素等、自動車の排出ガス、人の健康や生

態環境に対して影響を及ぼす環境保全性能規制指標、並びに新エネルギーの開発で導入される代

替燃料の中に含まれる有害物質を重点的に規制し、移動発生源の排出基準の効果的な施行を確保

する。 
 
（3）固形廃棄物と化学物質の汚染規制基準 

 固形廃棄物汚染規制基準約20件を改訂する。全過程での管理、根源での規制、リスクの規制と

いう原則を遵守し、中国の国情に合わせて、固形廃棄物の管理規則に適合した固形廃棄物の収集、
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保存、処理処置と資源再生という全プロセスにわたる汚染規制基準体系を段階的に改善する。先

ず、固形廃棄物の識別基準と技術基準を基礎とする固形廃棄物の属性識別と適用除外基準体系を

構築し、固形廃棄物の識別と分類の標準化を促進する。次に、建材の製造、堆肥の処理および再

生燃料の製造等、固形廃棄物別の異なる資源再生手段およびその製品の汚染規制基準の改訂から

着手し、環境リスク評価を基礎として、固形廃棄物（特に危険な廃棄物）の資源再生汚染規制基

準体系を構築する。第三に、固形廃棄物（特に危険な廃棄物）の無害化処理に関する汚染規制基

準を強化改善し、セメントキルン等の工業用窯炉の共通処理技術等、固形廃棄物の新しい処理技

術に関する汚染規制基準を定め、危険な廃棄物の減量化と資源化を促進する。 
 リスク評価に基づく化学物質の汚染防止基準体系を初歩的に構築する。化学物質の危害識別と

分類を改善し、曝露評価とリスク特性を強化し、統一基準となる化学物質の環境リスク評価方法

の基準体系を構築する。化学物質の環境管理における要求事項に基づき、化学物質管理の分類と

等級の技術指針を構築する。整備された化学物質の分析試験とモデル予測方法に関する基準体系

を構築し、適合実験室の管理技術基準を改訂する。化学物質の製造、運搬、保管、使用および廃

棄処分までの全ライフサイクルの環境管理という観点から、重点産業における化学物質に対する

環境管理を強化し、環境管理の要求事項に対応した化学物質の環境管理基準体系を構築する。 
 
（4）環境騒音の排出（規制）基準 

 大きな騒音が発生する作業や地区を対象とした騒音の排出（規制）基準を改訂する。高速道路、

鉄道（特に高速鉄道）、都市高速道路、都市軌道交通等、交通騒音の排出基準の検討制定を重点と

して、工業企業、建築施工、交通運輸および社会生活という4件の騒音源を網羅した騒音排出基準

体系を構築する。 
大きな騒音を発生させる製品に関する騒音基準の改訂作業を強化する。自動車等、移動発生源の

騒音管理を基礎として、工事機械、建築サービス施設、エネルギー動力設備等、高騒音製品の騒

音基準を重点的に検討制定し、環境騒音の根源規制を強化する。 
 
3、環境モニタリング基準 

 「第12次5カ年計画」の環境保全基準規制に組み入れられる可能性がある汚染物質（項目）に基

づき、環境管理の要求事項とモニタリングの方法を関連付けて検討を進め、環境モニタリング方

法の基準、環境基準のサンプリングおよび環境モニタリングの技術基準で構成される環境モニタ

リング基準を改訂する。 
 
（1）環境モニタリング方法の基準 

 現行の環境保全基準の規制項目を対象として、環境モニタリング方法の基準を増補する。中国

における現在の環境品質基準と汚染物質の排出（規制）基準等、国の環境保全基準において定め

られた汚染物質項目と現行の環境モニタリング方法の基準に対してスクリーニングを実施すると

共に、モニタリング方法の基準に組み入れられていない項目を対象として、相応の環境モニタリ

ング方法の基準を構築する。同時に、特に環境生物サンプリング技術方法に関する基準、土壌、

沈殿物および固形廃棄物の前処理技術方法に関する基準等、サンプルの採取、前処理および保存
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に関する基準の制定を強化する。 
 現行の環境モニタリング方法の基準を改訂する。現行の環境モニタリング方法での検出能力に

ついては、関連する環境保全基準の要求事項に対応していない基準、測定装置または設備に立ち

遅れや廃止がみられる基準、使用が禁じられた試薬等を用いた方法の基準を対象として改訂を行

う。環境モニタリングに関する新しい技術と方法を的確に追跡し、環境管理の要求事項に対応し

たモニタリング方法の基準を定める。 
 「第12次5カ年計画」の環境保全基準に関連するモニタリング方法の基準を改訂する。汚染物質

の製造、使用、排出及び汚染の特徴に基づき、国内外における関連の研究成果を参考にして、「第

12次5カ年計画」の環境保全基準の規制に組み入れられる可能性がある汚染物質（項目）を対象と

し、相応の関連するモニタリング方法の基準を制定または改訂する。 
 環境災害対策に適用するモニタリング方法の基準を制定または改訂する。環境汚染を引き起こ

す突発的事故等の災害対策のモニタリング要求事項に対応させるため、特に新しいオンラインモ

ニタリング方法の基準、大量処理的、定量的および半定量的生物モニタリング方法の基準等、現

場における緊急モニタリング方法の基準を確立または改訂する。 
 
（2）環境基準のサンプリング 

 「第12次5カ年計画」の環境保全基準の規制に組み入れられる可能性がある汚染物質（項目）お

よび相応のモニタリング方法の基準の要求事項に対しては、水質環境、大気環境、土壌、生物お

よび固形廃棄物等、環境基準のサンプリングに基づく研究を実施し、環境基体基準のサンプリン

グ、有機的モニタリング基準のサンプリング、温室効果ガスとゼロ基準気体等の基準によるサン

プルの研究を重点的に強化し、環境基準に関係するサンプルの保管を行う。環境基準に関係する

サンプルの研究と製造の技術指針を研究し、環境基準に関係するサンプル管理の整備と環境モニ

タリング品質の向上に技術的支援を提供する。 
 
（3）環境モニタリングの技術基準 

 地表水、大気環境、土壤、汚染地区、環境騒音、環境振動等、環境品質のモニタリング技術基

準を改訂し、自動モニタリングの技術要件を強化する。生態系環境のモニタリング技術に関する

ガイドラインと生物多様性調査の技術基準を定める。砂嵐と都市の雨水流出汚染等に関するモニ

タリングの技術基準を定める。環境汚染事故を対象として、突発的な汚染事故の災害対策モニタ

リングに関する技術基準を定める。モニタリングの品質保証と品質規制の技術基準の改訂を強化

する。環境管理の要求事項に対応させるため、環境汚染に関する争議の調査と仲裁に関するモニ

タリングの技術基準を定める。 
 
4、環境基本基準と基準の改訂規格 

 環境基本基準の改訂作業を強化し、環境保全の取り組みに関する名詞、用語および記号等の統

一を更に進め、環境保全の取り組みにおける規範性を向上させる。汚染地区に関する用語の基準、

環境事業における名詞や用語、分類や命名等、環境基本基準を改訂する。各種基準や規格に関す

る改訂作業を強化し、国と地方の水質汚濁を防止するための排水基準の改訂に関する技術指針や
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大気汚染物質の排出基準の改訂に関する技術指針等を重点として、「基準の基準」の構築を強化し、

基準の改訂のために指針を提示する。 
 
5、管理標準類の環境保全基準 

 管理標準類の環境保全基準を更に整備する。「第12次5カ年計画」の期間中に、主にクリーナー

プロダクション基準、環境アセスメント技術指針（建設事業の環境アセスメント技術指針、資源

開発の生態系影響評価技術基準、環境アセスメント計画の技術指針、建設事業竣工検収技術基準）、

環境機能区画の技術基準、環境品質評価の技術基準、資源開発と管理の生態系保護類基準、核と

放射能の管理類規格、化学物質の環境管理類規格、環境情報基準およびその他の環境保全基準を

含めて、環境管理の全過程に一貫して関係する管理標準類の環境保全基準を更に改訂し、法に則

った行政に重要な保障を提供する。 
クリーナープロダクション基準体系を更に整備する。汚染物質に対する「完全防止・完全規制」

の促進を根本原則とし、クリーナープロダクション基準とその他の環境保全基準および環境管理

制度との関係の整備を基礎として、国の総量規制や汚染物質と有毒有害汚染物質の規制に関係す

る重点産業および新興産業を軸として、クリーナープロダクション基準の改訂作業を実施する。

クリーナープロダクション基準の改訂に関する技術研修とクリーナープロダクション基準の応用

研修を積極的に実施し、クリーナープロダクション基準の改訂と応用の取り組みを整備指導する。 
 環境アセスメント技術指針の改訂を強化する。環境アセスメントの取り組みを整備し、計画と

建設事業が環境に与える悪影響を予防し、経済、社会および環境の調和的発展を促進するため、

地表水や生態系に対する汚染以外の影響、環境が経済に及ぼす損益分析および建設事業の環境リ

スク評価技術基準等、汎用型の建設事業の環境アセスメント技術指針、並びに製薬、電気機械や

採鉱等の産業別建設事業環境アセスメント技術指針を改訂する。 
資源開発と管理による生態系保全基準体系を研究し、構築する。また、生態系基準体系の枠組み

を科学的に構築する。鉱物資源、水資源および交通運輸事業等、各種資源開発の取り組みを対象

として、 小開発建設用地、 小生態環境水要求量および 大人口許容量等の定量規制値を網羅

する生態系保全基準の研究と制定を行う。資源開発に伴う生態系サービスの損失価値試算規則の

研究と制定を実施し、生態環境の補償実務を推進する。リスク評価を強化し、鉱物資源の資源開

発に伴う生態環境のリスク評価に関する技術基準、トランスジェニック生物の安全評価技術指針

および侵略的外来種の安全評価技術指針を制定する。自然保護区と生物多様性のための管理およ

びモニタリングの基礎技術基準を改訂し、農村の典型的な生態環境に関する環境管理技術規則の

確立を模索する。 
 
（二）基準に関する取り組みのメカニズムと表現方法を調整し、基準の複合（基準群）により環

境保全の重点作業を支援 

 同一の環境問題に関して、各種の関連基準を公布し、事業における環境問題を解決するための

基準の複合（基準群）として形成させ、段階別に区分し、共通して支援し、相互に関連し合う一

連の環境保全基準を作成し、環境管理に支援を提供する。「第12次5カ年計画」の期間中に、主な

汚染物質の総量規制を支援するため、化学的酸素要求量、アンモニア態窒素、二酸化硫黄、窒素
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酸化物に関する環境保全基準シリーズを形成する。また、有毒有害汚染物質の防止を強化するた

め、重金属、残留性有機汚染物質に関する環境保全基準シリーズを形成する。環境リスクの防止

と災害対策の要求事項に対応させるため、環境リスク源の識別、環境リスクの評価および環境汚

染事故の災害対策に関する環境保全基準シリーズを形成する。 
 
1、総量規制、汚染物質の排出削減に関する環境保全基準シリーズ 

（1）化学的酸素要求量  

 各水環境品質基準における化学的酸素要求量の規制値を調整し、その科学性の研究と論証を行

う。工業分野、農業分野および生活分野の化学的酸素要求量による排出規制を全面的に推進し、

工業分野におけるパルプ製紙、紡績染色、食肉処理と肉類の加工、合成アンモニア、製薬、鉄鋼

等の産業、畜産業・養殖業および公共汚水処理場における汚染物質の排出基準、クリーナープロ

ダクション基準および環境アセスメント技術指針等の環境保全基準を重点的に改訂すると共に、

汚水の総合排出基準を改訂し、化学的酸素要求量による規制を強化する。化学的酸素要求量の自

動モニタリングと災害対策モニタリング方法の基準と技術基準の制定を強化し、環境管理作業の

要求事項に対応させる。 
 
（2）アンモニア態窒素 

 関連する水環境品質基準においてアンモニア態窒素指標を設ける必要性とアンモニア態窒素の

規制値に関する合理性と協調性を論証する。公共汚水処理場、畜産業・養殖業、工業分野におけ

る合成アンモニア、製紙、非鉄金属、石油加工コーキングおよび核燃料処理、農業副産物・食品

の加工、紡績、皮革・毛皮・羽毛（綿毛）およびその製品に関する産業、鉄鋼、飲料の製造、食

品の製造および製薬等の産業を重点として、産業別の水質汚濁を防止するための排水基準、クリ

ーナープロダクション基準および環境アセスメント技術指針等の環境保全基準を改訂すると共に、

汚水の総合排出基準を改訂し、アンモニア態窒素汚染の規制を強化する。アンモニア態窒素の自

動モニタリングと災害対策モニタリング方法の基準と技術基準を定め、科学的且つ合理的な汚染

物質の監視案を設定し、アンモニア態窒素の排出削減を一体化して推進する。 
 
（3）二酸化硫黄 

 工業分野における二酸化硫黄の排出規制を重点として、火力発電所に関する大気汚染物質の排

出基準の改訂と施行を大々的に推進し、火力発電産業における二酸化硫黄の排出削減の取り組み

に引き続き力を入れる。大気汚染物質の総合排出基準における二酸化硫黄の排出規制値と関連す

るモニタリング方法を更に改善し、電力・熱力の製造と供給に関係する産業、非金属・鉱物製品

の製造業、鉄・マンガン・クロム・鋼鉄の製錬および圧延加工業、化学原料および化学製品の製

造業、非鉄金属の製錬および圧延加工業、石油加工コーキングおよび核燃料処理業等、工業分野

での汚染に関係する産業基準の改訂作業を更に強化する。二酸化硫黄の排出削減に関係するクリ

ーナープロダクション基準、環境モニタリング方法の基準等、関連する基準を引き続き改訂し、

電力産業の脱硫設備の安定した運行、非電力産業における脱硫設備の建設と構造の調整、並びに

工業用ボイラー技術の向上、小型工業用ボイラーの廃止等、二酸化硫黄の排出規制に関連する作
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業の展開を促進する。 
 
（4）窒素酸化物  

 大気環境品質基準においては、窒素酸化物指標を設定する必要性と実行可能性を検討する。工

業分野、生活分野および自動車の窒素酸化物排出規制を重点として、関連する基準の改訂を全面

的に推進する。現行の火力発電所の大気汚染物質排出基準における窒素酸化物の排出規制に関す

る要求事項を引き上げ、火力発電産業における窒素酸化物の排出削減の取り組みに更に力を入れ

る。各種自動車の大気汚染物質排出基準の制定と効果的な施行を推進し、移動発生源による窒素

酸化物排出量の増加を抑えるという目標を達成する。オフロード移動機械に関する大気汚染物質

の排出基準体系を整備する。非金属・鉱物製品の製造業、鉄・マンガン・クロム・鋼鉄の製錬お

よび圧延加工業、化学原料および化学製品の製造業、石油加工コーキングおよび核燃料処理業等、

窒素酸化物の重要な工業汚染源を対象として、産業別の大気汚染物質の排出基準と大気汚染物質

の総合排出基準を改訂し、窒素酸化物の排出規制を強化する。窒素酸化物の排出削減に関係する

クリーナープロダクション基準、環境モニタリング方法の基準等、関連する基準を改訂し、窒素

酸化物の汚染防止作業の円滑な実施を確保する。 
 
2、主な有毒有害汚染物質の汚染防止に関する環境保全基準シリーズ 

（1）有毒重金属（鉛、カドミウム、クロム、水銀、ヒ素等） 

 地表水の環境品質基準、大気環境品質基準および土壤環境品質基準における有毒重金属の項目

と規制値を合理的に設定する。非鉄金属の採鉱産業、非鉄金属の製錬および圧延加工業、化学原

料および化学製品の製造業、金属製品の製造業、皮革・毛皮・羽毛（綿毛）およびその製品に関

する産業、通信コンピュータおよびその他の電子機器の製造業、鉄・マンガン・クロム・鋼鉄の

製錬および圧延加工業、非金属・鉱物製品の製造業、固形廃棄物の管理等の産業を主な規制対象

とし、排出基準とクリーナープロダクション基準、関連する環境アセスメント技術指針等のその

他の基準を改訂し、重金属汚染の総合防止作業の要求事項に対応させる。 
 
（2）残留性有機汚染物質 

 環境品質基準において残留性有機汚染物質の指標を追加する実行可能性を検討する。偶発的に

残留性有機汚染物質を発生させる重点産業の汚染物質の排出基準を改訂し、汚泥の焼却、紙パル

プの製造、再生金属の製造、鉄鉱石の焼結、アーク炉による製鋼、埋葬等の産業におけるダイオ

キシンの排出規制を強化する。意図的に残留性有機汚染物質を発生させる製造工程の汚染規制を

強化し、ペンタクロロベンゼン等、殺虫剤の残留性有機汚染物質に関係する産業、ジコホル農薬

および船舶の防汚塗料等に関係する産業に適用するクリーナープロダクション基準を重点的に改

訂する。ポリ塩化ビフェニルを含む電力装置を使用する無害化管理においては、制定と施行が必

要な環境保全基準を検討する。国のコミットメント履行計画の要求事項に基づき、新たに対象と

する残留性有機汚染物質の環境保全基準の改訂作業を実施する。 
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3、環境リスクの防止と災害対策の環境保全基準シリーズ 

 環境リスクの防止と事故災害対策の取り組みにおける特徴に基づき、環境リスク源の識別方法、

環境リスク評価方法、事故災害対策規則等に関する基準の実行可能性を検討し、制定施行する。

建設事業における環境リスク評価の技術指針を改訂し、重大な環境汚染事故の災害対策指針、重

大な環境汚染事故に関する災害対策処置技術の対応策と処置の技術基準、環境汚染事故の際の高

度リスク源の識別方法と評価技術指針等の基準を定める。 
 
（三）地方における環境保全基準の発展の支援と推進 

1、地方が定める環境保全基準計画の支援 

 全国における省、自治区および直轄市による地方の環境保全基準の発展計画の制定を支援する。

各地方は、国の環境品質基準と汚染物質の排出基準の現地における施行効果の評価を基礎として、

それぞれの省における経済社会の発展状況と環境保全の要求事項に基づき、検討の上、地方の環

境保全基準を制定するための計画目標を提示する。 
 
2、地方の環境保全基準の改訂促進 

 経済が比較的発達し、環境汚染問題が顕著である地区、または生態環境が比較的脆弱な地区に

おいては、国の環境保全基準の全面的な施行を基礎として、より重要且つ厳格で、全面的な地方

の環境保全基準の制定と施行を考慮し、地方の環境保全の要求事項に適合した環境保全基準体系

を形成させ、地方における汚染物質の総排出量の更なる削減、地域の特徴的な汚染物質の規制強

化、産業の参入条件の引き上げと環境品質の改善という目的を達成する。 
 
3、地方の環境保全基準に対する指導の強化 

 「地方の水質汚濁を防止するための排水基準の改訂に関する技術原則と方法」（GB 3839-83）
と「地方の大気汚染物質の排出基準の制定に関する技術方法」（GB/T 3840-91）を改訂すると共

に、地方の環境保全基準の改訂を指導する。地方の環境保全基準の届け出管理を強化し、「地方の

環境品質基準と汚染物質の排出基準の届け出管理規則」（環境保護部9号令）を徹底し、地方の環

境保全基準に関する年次報告制度を実施する。 
 
（四）環境保全基準の実施と監督作業の更なる強化 

1、普及活動や研修を強化し、環境保全基準の施行を推進する。 

 基準に対する普及活動を強化する。インターネット、雑誌、新聞、ホットライン、研修等、様々

なルートを利用し、新たに認可された環境品質基準、汚染物質の排出（規制）基準およびその他

の重要な国の環境保全基準に関する普及活動を重点的に強化する。周知徹底の方法を刷新し、国

と地方における周知徹底のための組織を設立し、何層にも重なりあう周知徹底を展開し、社会の

各分野における基準の正確な理解と施行を支援する。基準に関する取り組みの年次公報制度を構

築且つ実施し、前年度に改訂および廃止された国と地方の環境保全基準および取り組みに関する

情報を配信する。 
 基準の研修作業を強化する。各関係分野に対して、基準の内容と要求事項の全面的且つ正確な



 

86 
 

理解、基準の位置付けと役割の正しい認識を求め、全面的で厳格であり、効果的な環境保全基準

の施行を推進する。地方による詳細且つ実行可能な環境品質達成計画の制定を支援し、法律、経

済、技術および行政等の措置を総合的に講じて、段階別に、手順を策定し、現地の実情に則して

環境品質を改善し、環境品質目標責任制を確実に実行する。企業の情報公開を更に強化し、政府

と社会からの監督を受け、汚染物質の排出（規制）基準の実施を推進する。 
 
2、調査監督を強化し、基準の施行状況を全面的に評価する。 

 基準の施行状況に関する調査作業制度を確立し、関係部門や地方による基準の施行状況に対し

てサンプリング調査を実施し、適用対象における基準の実際の施行状況を把握する。現行基準の

施行効果に関する評価作業を展開し、評価方法を確定すると共に、評価結果のフィードバック制

度を確立し、関連基準の改訂に着手するか否かを判断する上で、評価結果を重要な根拠とする。 
 
五、保障措置の実施 

（一）資金投資の増加 

 「第12次5カ年計画」における総量削減、品質改善、リスク防止等の重点的な取り組みの要求事

項に対応し、基準改訂品質を保証し、基準作業チームの育成と安定化を図るため、環境保全基準

の作業に対する資金投資を大幅に増加させる必要があり、個別の基準改定経費、特に環境品質基

準、汚染の排出削減、汚染物質の排出（規制）基準およびモニタリング規則等、環境保全基準の

個別基準経費を引き上げ、経費の金額と国の環境保全基準の位置付け、役割および改訂作業を対

応させなければならない。また、国の環境保全基準と規格の研究を国の事業として積極的に取り

組み、公益産業における科学研究事業においても、意識的に環境保全基準と規格の研究を重視さ

せる。環境保全基準の管理専用資金を設立し、環境保全基準の専門機関の運営を確実に保障する。

地方では、法律の規定に基づき、地方の環境保全基準の制定のために専門資金のルートを構築す

る。 
 
（二）有利な環境の構築 

 環境保全、汚染防止および基準に関係する法律の改正を契機として、環境品質基準、汚染物質

の排出（規制）基準および環境モニタリング基準の技術法規としての属性を更に確立し、 適な

外部環境を構築する。基準の管理制度を改善し、環境基準管理規則等の法令を速やかに改正する。

基準管理の柔軟性を引き上げ、基準の審査手続きを適度に簡略化し、基準に関する取り組みの「特

例措置」を確立する。 
 
（三）基礎研究の強化 

 環境基準の研究を大々的に推進し、中国の環境基準体系の枠組みを構築し、環境基準から環境

品質基準へ転化する方法の研究を進め、環境品質基準の改訂のために科学的な基礎を構築する。

国と地方の汚染物質の排出基準に関する位置付けと役割を更に明確化し、国と地方における水や

大気の汚染物質排出基準の改訂規格を改め、汚染物質の排出基準、特に地方の汚染物質の排出基

準の改訂のために指針を提示する。産業別と総合型の排出基準の関係を更に調整し、汚染物質の
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排出基準体系を改善する。 
 
（四）作業チームの充実 

 も広範な環境保全の「統一戦線」を確立するという要求事項に基づき、中国科学院、中国工

程院、環境保護部諮問委員会および科技委員会を拠点として、全国の環境保全に関する研究機関、

高等教育機関、中国科学院、業界協会および業界の研究所等、社会全体の科学研究力を動員し、

環境保全基準に関する作業の新しい局面を共に構築する。国レベルの専門チームの設立を強化し、

環境保全基準の改訂と技術管理をより効果的に進める。現地の重点汚染源の監督管理においては、

地方の環境保護部門、研究機関および調査機関が有する優れた経験を十分に活用し、地方におけ

る環境保全基準の研究、基準の改訂および基準管理に関する作業チームの設立を推進する。 
 
（五）国際協力の強化 

先進国（地域）との交流を強化し、主な環境保護法と基準体系の追跡と研究を実施し、先進的な

経験を十分に参考にする。グローバルな技術法規の制定を追跡し、且つ参与し、中国の環境保全

基準を世界水準に引き上げる。中国の周辺の国と地域との協力を強化し、多国間の環境問題に関

する協調と解決を促進する。中国とアラブ諸国、中国とアフリカの環境保全協力および国際条約

において基準の役割を発揮させる。中国と国連環境計画、世界銀行、アジア開発銀行等の国際組

織との環境保全における提携に積極的に参与する。 
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（２）International Union for Science and Technology Innovation (IUSTI) 

 
Introduction 
 
1. Purport 

As is made clear on Communist Party of China's 17th Congress meeting that it is important 
to take full advantage of international science and technology resources, to take both 
domestic and international situation into consideration, in order to develop a global strategic 
perspective with strengthened strategic thinking, which will help us to seize opportunities in 
the ever-changing ever-developing international situations, take the risks and challenges 
that come with it, and create a favorable international environment. This has set a clear 
direction for us to utilize international science and technology resources to build a innovative 
nation. In 2008, the Ministry of Science and Technology, Ministry of Treasure, Ministry of 
Education, State-owned Assets Supervision and Administration Commission of State Council, 
All China Federation of Trade Unions, and China Development Bank jointly issued 
<Guiding Opinions on Promoting the Establishment of Industrial Technology Innovation 
Strategic Alliances> to explore innovation models that involves industries, academics and 
research institutions. This bears great significance on fostering independent innovation and 
building a innovative nation. Currently, international technology transfer and the many 
forms of international science and technology cooperations have become an effective means 
to utilize global science and technology resources, enhance our independent innovation 
capabilities, and to realize leapfrog development in major areas. 

The situation calls for an innovation network that connect domestic and foreign industries, 
academics and research institute, and also a cooperations platform for science and 
technology policies, research and development, industries, and finance and investment to 
work together. 
 
2. Purpose 

International Union for Science and Technology Innovation devotes to bring government, 
industries, academics, research and development, investment, and appliances together to 
start technology cooperations, exchange innovation experiences, facilitate technology 
transfer, encourage venture investment, accelerate the commercial appliances of science and 
technology achievements, train people, and to increase personnel exchanges. By doing these, 
IUSTI seeks to push forward the building of an all-round national innovation system and to 
contribute ultimately to the building of an innovative nation. 
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3. Business Scope 
 Organize international and domestic academic symposiums and exchanges, increase 

communications among domestic and foreign governmental agencies, enterprises, 
research institutes and colleges and universities.  

 Invite domestic and foreign government officials, entrepreneurs, scholars and specialists 
to participate in discussions, seminars, consultation, lectures, visits, observations, and 
trainings etc. 

 Start joint technology research and development 
 Facilitate international technology transfer 
 Promote domestic and foreign enterprises to "go-out" and "invite in" 
 
4. Structure 
IUSTI authority:         the council 
Major Affiliated Agencies: International companies' R&D centers in China 

New energy board 
Energy conservation and environment protection board 
New material board 
Biomedicine board 
Culture and creative industries board 
Advances manufacture board 
Biotechnology breeding board 

Daily Administrative Body: Secretariat, set up in  
                        Beijing ZhongSiKeBo International Science and Technology  

Development Co, Ltd. 
 
5. Recent Events 
 January 28th, 2010, International Softpower Symposium; 
 February 4th, 2010, China Japan Science and Technology Cooperations Industry, 

Academics and Research Forum 
 February 3th, 2010, Science and Technology Diplomats in China New Spring Reception 
 March 12th, 2010, China US joint R&D in Overwater Wind Power Symposium 
 March 25th, 2010, Britain Innovation Policy Seminar 
 
6. Recent Projects 
 Study on cooperation methods of Chinese enterprises with US transnational companies' 

R&D centers in China 
 Study of developed world's tendency of R&D centers transfer and our counter strategy 
 International science and technology cooperations strategy studies of DongGuan's 
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SongShan Lake Science Park  
 Reinforcement work of science and technology aid to developing countries 
 Strategic plan to enhance Honghe Culture's softpower 
 Strategic research of science and technology and social economic development of 

Laiyang City 
 Eastern culture and restoring spirit of democracy---- using Hangzhou city as an example 
 Studies on building western culture science and technology industry park 
 Applicability studies on Deng Xiaoping National Innovation Award 
 Planning CCTV Dialogue ---- CMOS chips of Agriculture 
 
7. Recent Receptions 
 Reception for Deputy Mayor of San Francisco 
 Reception for Vice President of Keyes University 
 Cooperations negotiations with Philips' VP 
 Reception for Marwell Company's Director 
 Reception for Quantum Fund Director Mr. Soros Jr. 
 
8. Recent Member Services 
 Discussions with Tsinghua University's VP on sharing resources with IUSTI 
 Discussions with President of Tianjin University Mr. Gong Ke on overwater wind power 

technology 
 Discussions with Chairman of Huaqi Infomations Mr. Feng Jun about R&D technology 

for cellphone chips 
 Discussions with Datang Telecommunications Group Marketing Director Mr. Zhu 

Yingjian about Datang's 3G standard going international 
 Discussions with Deputy Chairman of China Soybeans Association Mr. Liu Denggao 

about building on soybeans industry chain. 
 
9. List of Current Members 
IBM China Research Lab, Microsoft China China Research Lab, US United Technologies 
Corporation's R&D Center in China, Philips China Research Lab, H&Q Asia Pacific, US 
Semi-conductor Association, Swiss Oerlikon Company, China Investing US Co, Ltd. China 
National Offshore Oil Corporation's New Energy Company, Datang Telecommunications, 
Hisense Group, Beijing HeZhong SiZhuang Science and Technology Co, Ltd. Huaqi 
Infomationss, TianWei Solar Energy Technology Company, Shanghai Pudong Energy 
Efficiency Center, WeiFang Daben Plastic Cement Company, Tsinghua University, Beijing 
University of Chemical Technology, Tianjin University, Yanshan University etc. 
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International Union for Science and Technology Innovation 
Charter 

Chapter One: General Principles 
Article 1  The name of the organization is "International Union for Science and Technology 

Innovation". The Chinese name of the organization is Chuangxin Keji Guoji 
Lianmeng 

Article 2  The union is initiated by domestic and foreign governmental agencies, companies,  
research institutes, investments, and users etc based on the principle of "Voluntary, 
Equality, and Cooperations". 

Article 3  The purpose of the Union is "Cooperations, Mutual Win, Innovation, and 
Development" 

Article 4   The Union abides by the constitution, laws and regulations as well as national 
policies of PR. China. 

Chapter Two: Union's Mission 
Article 5  The union organizes international and domestic academic symposiums, increase 

dialogues and communications among foreign and domestic governmental 
agencies, companies, research institutes and college and university scholars. 

Article 6   The Union will invite domestic and foreign government officials, entrepreneurs, 
scholars and specialists to participate in discussions, sodalities, symposium, 
consultations, seminars, visits, and training etc. 

Article 7    The Union will conduct joint technology research and development. 
Article 8    The Union will promote international technology transfer 
Article 9    The Union will facilitate Chinese enterprises to "Go Out" and foreign companies 

to be "Invite In" 
Chapter Three: Union Organization 

Article 10  Parties to this charter appoint Beijing ZhongSiKeBo International Science and 
Technology Development Co, Ltd. as main body of the Union that bears external 
responsibilities such as signing project plans with relevant governmental 
agencies etc. 

Article 11   The Union sets up a council, an expert committee, and a secretariat. The 
council is the decision making institute of the Union; The expert committee is 
the consulting organ of the Union; and The secretariat is the administrative 
body of the Union. 

Article 12   The Council. Union council is made up of Union member's legal person 
representative or a special representative appointed by the member, among 
whom a council chairman and several vice chairmen shall be elected. 

1. The council's responsibilities:  
(1)  deciding on operational principles of the Union, making and make changes to 
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Union charter. 
(2)  Authorize and cancel membership 
(3)  Elect, appoint, and recall director-general 
(4)  Check and approve operational report of the secretariat 
(5)  Deciding on the Union's technology development direction and major working 

tasks, raising, coordinating and using funds, technology and achievement 
transfer, sign off on benefit distribution plans and making other important 
Union decisions 

(6)  Change, check and approve Union internal management structure 
(7)  Deciding on change or termination of the Union 
(8)  Deciding on set up or dismiss the secretariat 
(9)  Check and approve the final financial account report 
(10)  Discuss and decide on major issues 
   The items below need four fifth majority of the council vote to become effective: 
   (1)  Make changes to Union Charter or Intellectual Property right agreements and 

relative agreements shared by Union members 
   (2)   The termination, dismiss, split, or alignment 
   (3)   Other issues stipulated in the charter that require council vote 
   (4)   The composition of the expert committee, its duties and rules of procedure 
   (5)   The organizing of the secretariat, its duties and management mechanism 

 2. Council Rules 
(1)  Council Meetings. Council chairman calls and chairs council meetings. When 

the council chairman can not perform the duty, the chairman recommend one 
of the deputy chairmen to carry on the duty in his/her place. 

(2)  Council Chairman. Council chairman is elected for terms of three years. 
Council chairman's service is limited to two terms. Chairman, deputy 
chairman, or council member in the case of leaving member company should 
automatically resign the position in the Union; and the member company 
should send another representative to take his/her position, subject to council 
meeting approval, until election at the expiration of office terms. 

Article 13 Expert Committee. The expert committee of domestic or foreign engineers, 
entrepreneurs, economists, policy researchers etc. is appointed by the council. Its 
duty is to provide the council with consultations, advices and suggestion; 
participate in project set up, discussions and demonstrations, review, check and 
acceptance, and provide consultations and suggestions alongside. 

Article 14 Secretariat. The Union administrative (the secretariat) is set up in Beijing 
ZhongSiKeBo International Science and Technology Development Co, Ltd. The 
address is #607 Xingfa Building, No. 45 Zhongguancun Street, Haidian District, 
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Beijing. Zipcode: 100086. 
1. The secretariat is the administrative organ of the council, and is directed by the 

council chairman. It is in charge of daily operations and management of the Union, 
coordinating Union projects. The secretariat is composed os one secretary general, 
and several deputy secretary generals. The secretariat observes secretary general 
responsibility system. The secretary general is appointed by council chairman. And 
the deputy secretary generals are nominated by the secretary general, and are 
approved and appointed by the council chairman. The staff of the secretariat is 
appointed by the secretary general. 

2. During council recessions, the secretariat is in charge of management. 
  (1)  Execute council resolutions, organize, manage, and coordinate other Union 

affairs. 
  (2)  Make project plans following the Union development direction and major 

works proposed by the expert committee, and report to the council for approval. 
  (3)  Contact and organize Union members to sign project agreement under the 

charter 
  (4)  Execute, check and coordinate projects, carry out project acceptance 

according to relative laws and regulations and Union agreements, make record 
of project IP rights, achievements etc. and report to the council 

  (5)  Be in charge of Union financial management, make annual financial reports, 
and final account reports. 

  (6)   Prepare for council meetings, and prepare "annual work report", "financial 
report" for the council meetings 

  (7)   Take Union membership applications and resignations 
  (8)   Other undertakings assigned by the council 

Chapter Four: Union Members 
Article 15  Union members carry out duties and are entitled to member services. Union 

members do not share claims and liabilities.  
Article 16  Membership qualifications. 
   1. Observe the Union Charter; 
   2. Members should be domestic or foreign financial investment agencies, companies and 

enterprises, academies, colleges and universities, research management institutes, 
agencies etc. 

   3. Members should have no bad record with banks, industry and commerce, and taxes. 
   4. Members should pay membership fee on time. 
Article 17  Member Rights 
   1. Participate in discussion and vote on issues, major decisions, and resolutions that 

bears significance to the Union 
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   2. Propose to the chairman for council meetings 
   3. Nominate representatives to sit on the expert committee 
   4. Make suggestions, give comments and provide supervision to the Union 
   5. Enjoy privilege to cooperate with other Union members 
   6. Undertake R&D work or provide services to Union projects 
   7. Entitled to IP rights protection and privilege in accordance with Union charter 
   8. Enjoy Union service privilege. In accordance with Union member privileges, members 

share informations and are entitled to participate in Union activities such as technology 
communications and trainings etc. Union members are entitled to organize activities 
and meetings and serve as speakers at such meetings. As approved by the Union, 
members can distribute materials and informations at such activities. Members are also 
entitled to publicity services at relevant publications, materials and informations. 

Article 18  Union member obligations 
   1. Respect, support and abide by Union charter 
   2. Commit to Union building 
   3. Abide by Union confidentiality agreements 
   4. Actively participate in Union activities, protect and preserve Union reputation, 

observing Union rules and regulations and operational procedures, and do no 
deeds that would reflect poorly on the Union 

   5. Without written permit, Union member should not conduct any activities in the name 
of the Union; Union member is liable for any damages created in violation of this 
rule; 

   6. Pay membership fee on time. 
Article 19  Becoming a member 
   1. Application materials needed for applying Union membership is as follows: 
      (1)  Written application 
      (2)  Introductory materials by applicant's company or institution, a copy of corporate 

business license 
      (3)  Application commitment 
   2. Procedures to joint the Union: 
      (1)  Union members can be invited, recommended, or apply to join the Union 
      (2)  Submit application materials to the secretariat 
      (3)  The secretariat will process the materials and submit for council approval 
      (4)  The secretariat will issue acceptance letters and membership certificate 
      (5)  Pay Union membership fees 
Article 20  Membership resignation 
   1. Membership resignation letter should be submitted to the secretariat 30 days in 

advance. The secretariat will report to the council within 7 working days upon 
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receiving the resignation letter. The council will discuss and accept, then 
announce to the other Union members, and take back the membership 
certificate. 

   2. When a member voluntarily resign the membership, the contracts and agreements 
signed under Union membership will not be affected, until the contracts or 
agreements are carried out, or ended through mutual agreement. 

Chapter Five: Activity Funds and Financial Management 
Article 21  The Union funds come from membership fees and contributions. Union members 

are charged an annual membership fee, paid before the end of June each year. 
The charging of the  membership fees are processed at the secretariat. The rate 
standards are as below: 

   1. Ordinary member: RMB 20,000 per year 
   2. Council Member: RMB 80,000 per year 
   3. Deputy Chairman Member: RMB 200,000 per year 
   4. Standing Deputy Chairman Member: RMB 500,000 per year 

Chapter Six: Standard Clauses 
Article 22  Dispute Resolution. Any dispute arises from the charter should be resolved 

through friendly consultation with each other, or through the Union council 
mediation; when those fails, parties to the dispute could file a law suit at the 
court where the Union standing body sits. 

Article 23  Applicable Law. The Chinese law applies to the charter and its explanations. 
Article 24  Taking effect and modification 
   1. The charter comes into effect by signature of the corporate legal representative (if the 

charter is to be signed by a delegate, a written authorization letter should be presented) 
and the corporate official seal affixed to it. The effective charter comes in triplicates, 
which bears the same legal effect as the original. One copy is kept by the member. The 
secretariat will keep two copies for the record. Any modifications to the charter should 
be made in written and agreed by all the parties.  

   2. Notes, documents, materials etc will be sent to Union members through emails, mails, 
or faxes at addresses registered at the secretariat. Any changes to the member's contact 
informations should be made to the relevant parties 15 days in advance. 

   3. Union members observe and abide by the Union charter, and are held legally 
responsible for any violation. 

   4. The Union council preserves the right to interpret the charter. 
Article 25  Date of signature and seal affix. Union member should affix legal corporate seal 

to the charter and have the charter signed by the corporate legal representative. 
If the signature is to be made by a delegate, a written authorization should be 
presented. 
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Chapter Seven: Commitment 

Our entity voluntarily join International Union for Science and Technology Innovation. We 
pledge to abide by the charter of International Union for Science and Technology Innovation, 
and faithfully fulfill member obligations. 

Commitment made hereby.  

 

 

Name of the Entity: 

 

Signature of the Legal Representative:  
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Appendix One 
International Union for Science and Technology Innovation  

Application Form 

Respected Union Members, 

Thank you for your interest in this International Union for Science and Technology 
Innovation. The Union applaud your initiative. We hope that on the platform of the Union, 
you will be able to contribute your thoughts and wisdom, harvest ideas and friendship, 
aggrandize your career, and enrich your life. We are your trusted ally.  
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Membership Type：□Member□Council Member□Deputy Chair□Secretary G□Deputy S.G 

Personal Information  
Picture 

Chinese Name English Name Sex 
Date of Birth Nationality Marital Status 
ID Number/Passport Number 
Native Place Nationality Domicile 
Mailing Address Zipcode 
Cell Office Phone Fax 
Personal Website Email Address 
Corporate Information 

Current Social Profession 

Current Position: □Chairman□Executive Director□President□VP□General Manager□Deputy 
General Manager□Other 
Full Name of Current Company (Chinese) 
(English) 
Enterprise Character□Corporation□Government□School Research□Financial Institute□Agency 
Company Address Contact: 
Cell  Office Fax Zipcode 
Website Registered Capital 
High and New Tech Enterprise 
□Yes□No 

Product Name 

Scope of Business 
Listed Company   □Yes □No Listed Stork Market 
Type of Certifications 
Company Size 
(Employee 
Number): 

□100 or less □100-500 □500-1000 □1000-2000 □2000-5000 □5000 or more 

Annual Sales 
Value (RMB 
10,000) 

□1000 or less □1000-5000 □5000-10000 □10000 or more 

Cooperation 
Intention  

Hobbies 

Personal 
Hobbies 

□golf□tennis□basketball□football□badminton□table 
tennis□pool□swimming□ski□horse riding□sailing□car 
raise□collecting□philately□teaism□music□chess and 
cards□travelling□climbing□ourdoor□literature□cooking□musical 
instrument□dancing□other 

Linguistic 
Ability 

□English□French□Japanese□Korean□Russian□German□Spanish□Mandarin□Ca
ntonese□Fukienese□Other 

Interested 
Trainings 

□marketing□finance□law□finance□investment□hr□brandname building□client 
relations□other 

 I hereby apply for membership of International Union for Science and Technology Innovation. I 
shall observe and abide by the Union Charter, and faithfully fulfill my obligations. The above 
information are truthful. I shall inform the Union of any changes to the information I provided 
above.                                    
                                                                Signature:  
Filled out by the Union 
Date of Approval  Member ID Reference Staff 

Note  
 

Please fax the form to: 86-10-62511983 
Or email to: zhaoxia981@126.com 
Tel: 86-10-62511983   13641387088 
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Appendix Two 
International Union for Science and Technology Innovation  

Schedule of Charges 
 Member 

Entity 
Council 
Member 

Deputy 
Chair 

Member 

Executive 
Deputy Chair 

Member 
Charter services and privileges √ √ √ √ 

Paper materials and publication 
privileges 

√ √ √ √ 

Right to participate in Union routine 
activities 

√ √ √ √ 

Distributing material privilege  √ √ √ 

Right to participate in Union projects, 
investments, visits etc 

 √ √ √ 

Privilege to informations of technology 
transfer or commercial development 

 √ √ √ 

Expert support services   √ √ 

Privilege to national project 
application informations 

  √ √ 

Projects, investments, and visits 
priority service 

  √ √ 

Speaking opportunity at meetings or 
symposiums for at least twice a year 

   √ 

Information of projects, joint research, 
technology transfer, and trainings 
between Union members 

   √ 

Visits and communications 
arrangement services with Chinese 
industries and research institutes 

   √ 

Periodicals of member list, projects, 
member info, and projects and 
activities 

   √ 

Annual Membership Fee RMB 20,000 RMB 80,000 RMB 

200,000 

RMB 500,000 

Note:For extra Union services, an additional fee will be charged, the amount of which will be 
negotiated by the parties. 
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（３）FICCI（インド商工会議所連合会）による「第 1 回インド持続可能性会議」 
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