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長江の重要地位
Important Position of the Yangtze River
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中華民族の母なる川
The mother river of the Chinese nation
6300キロ、世界第三の大河
6,300 km, the third largest river in the world

長江経済ベルト
Yangtze River Economic Belt
11の省・市、中国における人口・GDPの40%以上を占めています。
11 provinces and cities, accounting for more than 40% of China's 

population and GDP

国家二大戦略
National two major strategies

経済の重心、活力の維持
Economic focus, economic vitality

重要な生態環境の宝庫
Important ecological treasury

中華民族の戦略的水源地
Chinese national strategic water source

生態保全における障壁となる区域
Ecological security barrier zone

40% 40%GDP

中華民族の発展の歴史とは、治水の歴史だと言えます。
The development history of the Chinese nation is a history of water management



三峡集団のご紹介
About the China Three Gorges Corporation 

5

• 三峡の建設、開発の実施
• Constructing the Three Gorges and developing the Yangtze River

• 6つの大規模総合節水プロジェクト
• 6 giant integrated water conservancy projects

• 長江流域における水害への徹底的な対策
• Thorough control of the Yangtze River floods

• 洪水防止、水運、発電、水利からなる総合的な利益創出
• Coordinated benefits of flood control, shipping, power generation 

and water conservancy

世界最大の再生可能エネルギーグループ
The world's largest renewable energy group

制御可能な設置容量
Controllable installed capacity

7030万キロワット

70.3M kW

全国の水力発電設備容量に占
める割合
Proportion of controllable 

hydropower installed 

capacity in national total

14%

弊社全体における自然エネル
ギー設備容量の割合
Proportion of renewable clean 

energy installed capacity in 

the company's total 

96.3%

建設中、および、自己資本比率で建設された総設備容量
Total installed capacity built, under construction and in proportion to equity

1.28億キロワット128M kW

資産総額
Gross value of assets 

7504億元

750.4 billion yuan

資産負債比率
Asset-liability ratio 

47.27%

営業総收入
Total operating income

939億元

93.9 billion yuan

利潤総額
Total profits

423.6億元

42.36 billion yuan



危機に瀕している長江流域の生態環境
Threats to Yangtze River Ecological Environment
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不合理な水資源の配置
Unreasonable 

allocation of water 

resources

突出した水質汚染問題
Prominent water 

environmental problems

水界生態系の深刻な汚
染Seriously damaged 

water ecology

一方的なGDPの追求が長江の生態系に深刻な影響を与えています。
One-sided pursuit of GDP has seriously affected the ecological environment of the Yangtze River

都市の汚水・ゴミ
Urban sewage 

garbage

化学工場による
汚染

Chemical 

pollution

船舶汚染
Ship pollution

農業による污染
Agricultural non-

point source 

pollution

鉱滓ダム
Tailings pond 



開発だけでなく、保護にも重点を置いた業務を展開
Focus on Protection Instead of Development
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− 歴史上前例のない

Unprecedented

− 社会の各方面を導き、模範となる存在へ

Lead and mobilize all sectors of society 

by playing an exemplary role

弊社の優位性

Our advantages

• 長江に生まれ、長江に育ち、長江の特性を熟知

Born and grow up along the Yangtze River, understanding the characteristics of the Yangtze River

• 水力発電開発における強い環境保護意識

Good ecological environmental awareness since the hydropower development 

• 国家主権レベルの信用格付、良好な経済状况、健全な経営発展、長期的かつ巨額の資金投入が可

能

High national sovereign credit rating, good economic status, healthy business development, able 

to support long-term huge capital investment

• 良好な投融資能力、強固な組織協調能力

Good investment and financing capability, strong organizational and coordination capability

• 初期段階における元本保証

Meager profits at the start-up phase

都市郊外における汚水処理を足掛かりに
Taking urban sewage treatment as the entry point

4+1の汚染源においてカギとなるポイント、その難しさ
Key point and difficult point in 4+1 pollution sources

長江生態環保集団有限公司は、2018年12月28日に設立され、専門化された生態環境保護業務に携わってきました
Yangtze Ecology and Environment Co., Ltd. was established on December 28, 2018, specializing in ecological 

environmental protection business.



弊社发展のビジョン
Corporate Development Vision
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水質汚濁防止、
水環境修復、水資源保護

Water pollution control, water 

ecological restoration, water 

resources protection

クリーンエネルギーによる代替
Clean energy substitution

長江経済圏の発展に携わる中で、企画、
設計、投資、建設、運営、研究開発、
エコロジー、環境保護、省エネルギー、
クリーンエネルギーに関連する製品と
サービスを展開すると共に、関連する
国有資産を法律に従って運用します。

Relying on the construction of the 
Yangtze River Economic Belt, 
responsible for planning, design, 
investment, construction, operation, 
technology R&D, products and 
services related to ecology, 
environmental protection, energy 
conservation and clean energy, and 
operating corresponding state-owned 
assets according to law

都市、海岸線、流域、湿地、エ
コアイランドの水管理における
知名度の高さWell-known for City, 

shoreline, watershed, wetland, 

eco-island water management 

水の管理者
Water steward

都市の管理者
City steward

低炭素循環型社会の発展を目的とした、
グリーンで先進的なエコロジカル産業チェーンの構築

Create an advanced ecological industrial chain for 

green and low-carbon circular development

企業化、市場化
Corporateization, marketization
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業務発展に
関するご紹介

Work Progress



現状に対する調査研究
Status Survey
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科学的な治水案
Scientific water management program

流域計画、地域的調整
システマティック・ガバナンス

具体的な問題と根本的な原因の両方への対処
Watershed planning 

Regional coordination

Systemic governance 

Address both symptoms and root causes

プラント・ネットワークの統合
汚泥と排水の両方への対策

投資、建設、保守の全サイクル
Plant-network integration 

Equal stress on sludge and wastewater

Full cycle of investment, construction and 

maintenance 

総合的な汚水回収・処理

対策後のコンプライアンスの遵守と包括的な利用
Integrated sewage collection and treatment

Full compliance after treatment and 

comprehensive utilization

科学的理念、科学的精神、科学的態度
Scientific concept, scientific spirit, scientific attitude

主な問題 Main Problems

管網
Pipe network

プラント
Plant

汚泥
Sludge

計画
Planning

管理
Management

脆弱な排水管網の建設
Weak drainage pipe network construction 

汚水処理プラントの運用效率の低さ
Inefficient operation of sewage treatment plants

粗慢な汚泥処理
Extensive sludge treatment and disposal

水管理システムの長期的計画の欠如
Lack of water management system blueprint

多方面からの環境管理・監督
Multi-pronged environmental management and supervision



五大プラットフォーム
Five Major Platforms
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業界における提携

Industry alliance

産業チェーンの効果的な統合を促進するとともに、プロジェクトの共同構築、利益の共有、
責任の共有を特徴とする環境に優しい産業チェーンを形成していきます。

Promote the effective integration of upstream and downstream of the industrial chain, and 

form an eco-friendly industrial chain featured by project co-construction, benefit sharing 

and responsibility sharing

7つの専門委員会、76のメンバーユニット

7 professional committees, 76 member units

グリーン発展基金

Green Development Fund

長江経済地帯の開発戦略に貢献し、社会資本を導入することにより、長江の保護を行う上
での資金不足の問題を解決します。Committed to serving the development strategy of the 

Yangtze River Economic Belt, introducing social capital, and solving the funding bottleneck 

for Yangtze River protection

国家レベル、1000億レベル

National level, 100 billion

特別なファンド

Special funds

実証プロジェクト、先端技術の研究開発、キャパシティーの発展を実施すること
により、資金保証の向上と実証システムの実現を目指します。

Carry out demonstration projects, cutting-edge technology R&D and capacity 

development, aiming at improving the funding guarantee and guiding the 

demonstration system

エンジニアリングリサーチセンター

Engineering Research Center

生態環境に関する研究・モニタリング、研究成果の活用に基づいた改革の促進を担い
ます。Responsible for undertaking ecological environment research and monitoring, 
and accelerating the transformation and application of research results

国家レベル

National level

長江環保集団
Yangtze Ecology and 

Environment Co., Ltd. 



投資とその実施内容
Investment & Implementation
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「資本+」

"Capital +"

全国的な業務プラットフォーム
National business platform

地方に特化したプラットフォーム
Regional local platform

専門技術型企業
Professional technology enterprise

実体的な

プロジェクト

Physical projects

4つのパイロット都市
4 pilot cities

協働関係を実現した12の市・県
12 cooperative cities and counties

全面的な展開
Fully rolled out

落札価格408.37億元

awarded projects: 408.37 billion yuan

契約予定プロジェクト1500億元

Contract project pipeline: 1500 billion yuan



6つの新たな探索
Six New Explorations
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弊社は単に汚水を処理している訳ではなく、コストを度外視した投資を行っている訳でもありません。
業界全体をリードし、産業の統合と業界の進歩を実現させることにより、持続可能な発展の道を歩んでいきたいと考えています。

It’s not just about treating sewage, nor a cost-free investment, but aims to embark on a path of sustainable development by 

mobilizing the entire industry and achieving industrial integration and industry progress.

新たな政策
New policies

新たなモデル
New model

新たなメカニズム
New mechanism

新たなスタンダード
New standards

新たな規範
New specifications

新たな技術
New technologies

探索
Explorations

治水效果
Water management effect

ビジネスモデルの持続可能性
Sustainable business model

ビジネスモデルの持続可能性
Sustainable business model

より先進的に
More advanced

より高効率に
More efficient

より規範的に
More standardized

「一体化したプラントネットワーク」
"Plant-network integration"

価格メカニズム
Price mechanism

政府・企業のWin-Win

Win-win results for 

government and enterprise

業界における連携
Industry alliance

長江経済ベルトにおける都市汚水処理「三峡モデル」
The Three Gorges Model of Urban Sewage Treatment 

in the Yangtze River Economic Belt



Win-Winの協力関係の実現
win-win cooperation
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先進的な設備技術を有する弊社をご訪問・実地調査をして頂くことにより、
協力関係を締結し、共にWin-Winの関係を築くことを心から望んでおります。

We sincerely invite advanced equipment and technology enterprises to conduct field research on our company, so as

to form a cooperation mode and achieve a win-win situation



ご清聴ありがとうございました！

Thank You!


