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一、光大环境基本情况

中国光大环境(集团)有限公司（以下简称“光大环境”），1993年在香港创立，为中国光大集

团股份公司旗下实业投资之旗舰公司，香港主板上市公司（257.HK）。历经十多年的发展，公司

现已发展成为中国最大环保企业、全球最大垃圾发电投资运营商和世界知名环境集团。

下辖两家上市企业：新加坡及香港主板上市之中国光大水务有限公司（U9E.SG及1857.HK ）

和香港主板上市之中国光大绿色环保有限公司（1257.HK ）。

2020年，光大环境收入约港币429亿元；截至2021年6月30日，总资产超过港币1,800亿元。

目前，员工总数逾18,000人。



一、光大環境の基本状況

中国光大環境（集団）有限公司（以下、「光大環境」という）は、1993年に香港で設立され

、中国光大グループ株式会社の傘下にある産業投資の旗艦会社であり、香港のメインボード上場

企業である（257.HK）。十数年の発展を経て、本社は現在、中国最大の環境保護企業、世界最大

の廃棄物発電の投資・運営事業者、そして世界的に有名な環境グループとなった。

傘下の上場企業が、シンガポール及び香港のメインボード上場企業となった中国光大水務有

限公司（U9E.SGおよび1857.HK）と、香港のメインボード上場企業となった中国光大緑色環保有

限公司の二社である（1257.HK）。

2020年、光大環境の収益は約429億香港ドルで、2021年6月30日まで、総資産は1,800億香港

ドルを超えている。現在、従業員数は18,000人を超えている。

三つの身分
国営企業
上場会社

外資系企業

業界チェーン全体
投資 建設 運営
管理 デザイン 研究開発

製造

三位一体の配置
環境
資源

エネルギー



一、光大环境基本情况

业务分布全国24个省（市）自治区及特别
行政区的200多个区县市；

海外布局德国、波兰和越南市场。

落实逾500个项目；

截至2021年6月30日

累计总投资超过1,460亿元人民币；

当社の事業は、全国の24の省（市）、自
治区、特別行政区の200以上の区、県、
市に亘っている。

海外でもドイツ、ポーランド、ベトナムの市
場に進出している。

500以上のプロジェクトを展開した。

2021年6月30日まで

累積投資額は1460億元を超えている。

八大业务板块 八つのビジネスセグメント

环保能源

绿色环保

环保水务

装备制造

生态资源

光大照明

绿色科创

环境规划

環境にやさしいエネルギー

グリーン・環境保全

環境保全水務

装備製造

生態資源

光大照明

グリーンテクノロジーイノベーション

環境計画



一、光大环境基本情况

近年来，光大环境业务高速发展。生活垃圾处理、污水处理、生物质综合利用、危废处理处置等核心业务快速增

长。围绕核心业务，公司业务向多元化发展，涵盖了垃圾发电及协同处理、生物质综合利用、危废及固废处置、环境

修复、水环境综合治理、装备制造、垃圾分类、环卫一体化、资源循环利用、无废城市建设、节能照明、分析检测、

绿色技术研发、生态环境规划设计、环保产业园等。

6

环保能源——全球最大垃圾发电投资运营商

光大环境旗下规模最大、业务占比最高的核心业务板块。业务包括：垃圾发电、
餐厨及厨余垃圾处理、污泥处理处置、渗滤液处理、飞灰处理、沼气发电、建
筑 装潢垃圾处理、环保产业园开发等，项目总投资逾830亿元人民币。



一、光大環境の基本状況

近年、光大環境の業務は急速に発展している。家庭ごみ処理、下水処理、バイオマスの総合利用、有害廃棄物

の処理・処分などのコアビジネスが急速に成長している。コアビジネスに焦点を当て、当社の業務は多元化されつ

つあり、廃棄物発電およびその共同処理、バイオマスの総合利用、有害および固形廃棄物の処分、環境修復、包括

的な水環境ガバナンス、機器製造、廃棄物の分別、環境保全・安全衛生の統合、リソースリサイクル、廃棄物のな

い都市の構築、省エネの照明、分析とテスト、グリーンテクノロジーの研究開発、生態環境の計画と設計、環境保

護工業団地などが挙げられる。

6

環境にやさしいエネルギー-世界最大の廃棄物発電の投資・運営事業者

光大環境において、規模が最も大きく、占める割合が最も高いコアビジネスセ
グメントである。事業内容：廃棄物発電、生ごみ・食品ロス処理、汚泥処理・
処分、浸出水処理、フライアッシュ処理、バイオガス発電、建設・装飾廃棄物
処理、環境保護工業団地開発などが含まれ、プロジェクト総投資額は830億元
を超えている。



一、光大环境基本情况

环保水务——中国一流水环境治理综合服务供应商
专注于水环境综合治理，日水处理能力总规模逾570万立方米，总投资逾250亿元人民币，
跻身国内行业前列位置。

绿色环保——中国领先的碳中和智慧能源供货商及工业危废处置投资运营商

专注于危废及固废处置、环境修复、生物质综合利用、光伏及风电等业务，项目总投资逾320
亿元人民币；累计承接环境修复服务合同金额约11亿元人民币 。

#含委托运营项目 截至2021年9月30日

#含城乡一体化项目
截至2021年9月30日



一、光大環境の基本状況

包括的な水環境ガバナンスを中心に、1日あたりの水処理の量は570万立方メートル
を超え、投資額は250億元を超え、国内産業の上位にランクされている。

グリーン・環境保全-中国を代表するカーボンニュートラルなスマートエネルギーサプ
ライヤーおよび産業有害廃棄物処分投資・運営事業者

有害廃棄物及び固形廃棄物の処分、環境修復、バイオマス総合利用、太陽光発電、風力発電
などに焦点を当てており、プロジェクトへの投資額は320億人民元を超え、環境修復サービス
を請け負う累積契約額は約11億人民元である。

＃委託運営プロジェクトを含む
2021年9月30日まで

＃都市農村一体化プロジェクトを含む
2021年9月30日まで

環境保護水務-中国一流の水環境ガバナンスの包括的なサービス・プロバイダー



一、光大环境基本情况

成套渗滤液处理系统 成套烟气净化系统光大系列垃圾焚烧炉排

装备制造——中国骨干环保装备研发制造商
光大环保技术装备（ 常州）有限公司是光大环境旗下的装备制造板块，总部位于江苏常州，是国内领先的环保装备供货商。公司自主研发并
生产300吨 /日-1,000吨 /日 系列炉排产品、渗滤液处理及烟气净化系统已进入行业第一梯队。产品远销东南亚、南亚、北非地区国家。

绿色科创——科技引领 创新发展

于香港、 深圳、南京、青岛的“一院四城”科技创新研发体系布局，更好地推动科技创新引领
发展的战略构想，保障科技研发的实效产出。

截至2021年9月30日，光大环境累计获得授权专利共1,084项，其中发明专利123项、实用新型
专利845项、软件著作专利103项及外观专利13项。



一、光大環境の基本状況

一体式浸出水処理システム 一体式道ガス浄化システム光大環境廃棄物焼却火格子

機器製造-中国のバックボーン環境保全機器研究・開発メーカー

光大環境技術装備（常州）有限公司は、光大環境傘下の機器製造のビジネスセグメントであり、江蘇省常州に本社を設けて、国内の環

境保全機器の大手サプライヤーである。同社は、300〜1,000トン/日の一連の火格子製品、浸出水処理、および煙道ガス浄化システムを独

自に開発および製造しており、業界の先頭に立った。製品は東南アジア、南アジア、北アフリカの諸国に輸出されている。

香港、深セン、南京、青島の「一研究院・四都市」という技術革新研究開発の配置は、技術

革新のリードによる発展という戦略的発想をよりよく促進し、技術研究開発の実際の成果を保証

する。

2021年9月30日まで、光大環境は、123の発明特許、845の実用新案特許、103のソフトウェア著

作権特許、13の外観特許を含む計1,084の認定特許を取得している。

グリーンテクノロジーイノベーション-テクノ
ロジーのリードによるイノベーションと発展

香港 青島

深セン 南京
一つの研
究院と四
つの都市



一、光大环境基本情况

生态资源——定位为中国一流的垃圾分
类与资源再生利用投资运营商

构建从源头分类回收至末端无害化处置的全产
业链业务 体系，确立了垃圾分类及无废城市、
环卫一体化、再生资源回收三大主营业务方向。
生态资源正逐步打造垃圾处理“分、转、拣、
用、烧”全过程“五点一线”适用的可复制、
可推广的技术与商务模式，实现对垃圾的无害
化、减量化及资源化处理， 助推无废城市建设。

光大照明——光大新钠灯，暖亮回家路

体积减小60%

节电率可高达50%

光大环境光大照明板块以“绿色、健康、智慧”为发展理念，专 注于节能健康照明光源产品及基于智
慧灯杆的智慧城市建设核心软硬件产品的研发、制造和销售，提供城市道路照明、文旅景观照明、教育
照明、农业照明及智能城市建设领域的系统解决方案，以合同能源管理（EMC）、工程总包（EPC）和
直销三种基本模式及以此为基础的外延模式，为客户提供一站式定制服务，致力成为国内领先的节能照
明及智慧城市建设综合服务商。



一、光大環境の基本状況

光大照明-光大の新しいナトリウムランプ、帰路を暖かく灯す

体積を60％削減

省電力率は最大で50％

光大環境の光大照明セグメントは、「グリーン、ヘルシー、スマート」を開発コンセプトとし、省エネ・健康な照明

・光源製品、及びスマートライトに基づくスマートシティ構築のためのコアソフトウェアやハードウェア製品の研究

開発、製造、販売に重点を置いている。都市道路照明、観光景観照明、教育照明、農業照明、及びスマートシティ構

築の分野でのシステムソリューション、エネルギー管理契約（EMC）、設計エンジニアリング・調達・建設一括契約

（EPC）、直接販売という三つの基本モードやそれに基づく外延的モードをもって、顧客向けにワンストップのカス

タマイズされたサービスを提供し、中国の省エネ照明とスマート都市構築のための主要な統合サービスプロバイダー

になるよう努めている。

最初段階の分別回収から最初段階の無害化処理

までの業界チェーン全体のビジネスシステムを

構築し、ごみ分別と廃棄物のない都市、環境保

全・安全衛生の統合、再生可能資源のリサイク

ルという三つの主要なビジネスの方向性を確立

した。生態資源においては、ごみ処理の「分別

・移動・選出・使用・焼却」全工程の「五点一

線」という適用、再現、普及できる技術とビジネスモ

デルを徐々に生み出し、ごみの無害化、削減及び資源

化処理を実現し、資源処理、廃棄物のない都市の構築

を促進することを目指す。

生態資源-中国の一流のごみ分別および資源リ
サイクル投資・運営事業者としての位置付け



一、光大环境基本情况

 建成一大批二噁英近零排放、具有国际水准的项目；

 旗下12个项目获国家AAA级垃圾焚烧发电厂评定；

 实现五个率先：率先在国内执行欧盟2010排放标准；率先推行排放数据与

项目当地环保部门在线联网；率先对外披露所有运营垃圾发电项目小时均

值排放指标；率先实行公众开放活动，自愿主动接受公众及社会监督；率

先以公司整体名义向公众开放；

 实现四个“经得起”：经得起看（花园式环境）、经得起闻（没有异味）、

经得起听（没有噪音）、经得起测（严格检测达标排放）；

 济南垃圾发电项目、杭州垃圾发电项目获得鲁班奖（垃圾发电行业唯一）；

 常州垃圾发电项目打造开放邻利电厂（获选“中央文明委重点工作项目基

层联系点”殊荣）；

 博罗垃圾发电项目三期打造智慧电厂。

 运营管理实现了五个“率先”四个“经得起”



一、光大環境の基本状況

 ダイオキシン排出量がほぼゼロで、国際基準に達しているプロジェクトを数多く立

ち上げた。

 傘下の12のプロジェクトは、国のAAAレベルの廃棄物焼却発電所と評価されている

。

 5つの「先に」を達成した：中国でEU2010排出基準を先に実施し、排出データをプ

ロジェクト当地の環境保護部門とのオンライン結合を先に推進し、すべての稼働中

の廃棄物発電プロジェクトの一時間当たりの平均排出値の開示を先に実施し、公的

および社会的監督を自主的に受けるように開放イベントを先に行い、会社名義で一

般民衆へ先に開放する。

 四つの「耐えられる」を達成する：見るのに耐えられる（庭のような環境）、嗅ぐ

のに耐えられる（臭いがない）、聞くのに耐えられる（騒音がない）、テストに耐

えられる（厳密にテストされ、排出基準に達する）。

 済南廃棄物発電プロジェクトと杭州廃棄物発電プロジェクトは、魯班賞（廃棄物発

電業界で唯一）を受賞しました。

 常州廃棄物発電プロジェクトはオープン・周辺居民のためになる発電所を建設する

（「中央文明委員会の重点作業プロジェクト下部連絡先」に選ばれた）。

 博羅廃棄物発電プロジェクトの第三フェーズでは、スマート発電所を建設する。

 運営管理は、五つの「先に」と四つの「耐えられる」ことを実現しました



二、光大环境越南芹苴项目案例分享

芹苴市距胡志明约160公里，为越南五大直辖市之

一，是湄公河三角洲最大城市，人口195万，市区

人口约120万。

规模
芹
苴
垃
圾
焚
烧
发
电
项
目

达标排放

节能效果

占地5.3公顷，400吨/天焚烧
炉，7.5MW汽轮发电机组

烟气：欧盟2010标准排放

渗滤液：全处理、回用

炉渣：全量综合利用

飞灰：安全化处置

减排：年节约标准煤2.4万吨
，CO2减排5.69万吨

发电：年发电量6000万度电

芹苴市生活垃圾清运量约为650吨/日，芹苴项目

日处理量已占整个芹苴市垃圾清运量的75%。是

越南首座现代化生活垃圾焚烧发电厂。



二、光大環境ベトナムカントーの実績説明

カントー市はホーチミンより約160km離れて、ベ

トナムの五つの最大の自治体の一つであり、メ

コンデルタで最大の都市であり、人口は195万人

、都市部の人口は約120万人である。

規模

カン
トー
ごみ
焼却
発電
プロ
ジェ
クト

基準に達
している
排出

省エネ
効果

敷地面積は5.3ヘクタールであり
、400トン/日の焼却炉、7.5MWの
蒸気タービン発電機セット

煙道ガス：EU2010排出基準

浸出水：全てを処理・再利用

スラグ：全てを包括的利用

フライアッシュ：安全化処理

排出削減量：一年あたりの標準石炭節約
量24,000トンとCO2排出削減量56,900トン

発電量：一年あたり6000万kWhの発電量

カントーの家庭ごみの収集運搬量は1日あたり約

650トンであり、カントープロジェクトの1日あ

たりの処理量は、カントーの廃棄物収集運搬量

全体の75％を占めている。これはベトナムで最

初の近代的な家庭ごみ焼却発電所である。



二、光大环境越南芹苴项目案例分享

垃圾供给系统
焚烧及余热利用系统

发
电
系
统

烟气处理系统

渗滤液处理系统

废
渣
收
集
及
处
理
系
统

主要工艺系统



二、光大環境ベトナムカントーの実績説明

ごみ供給システム
焼却・余熱利用システム

発
電
シ
ス
テ
ム

排煙処理システム

浸出水処理システム

固
体
廃
棄
物
収
集
お
よ
び
処
理
シ

ス
テ
ム

メインプロセスシステム



二、光大环境越南芹苴项目案例分享

光大环境自主研发炉排炉性能

特别适合处理“高水分、高灰分、低热值”生活垃圾

模块化设计，便于运输，安装周期短，仅7天左右

配备先进的自动燃烧控制系统，保证最高的燃烧效率

炉排片年更换率≤5%

独特的翻动炉排设计，炉渣热灼减率＜3%

吨垃圾发电量高

设备运行可靠、稳定，年运行时间≥8,000h

提供系列化和标准化产品，250-850t/d

欧盟CE产品认证，具备出口欧盟各国的资质

已成功广泛运用于中国和越南

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
翻动专利设计 欧盟CE认证

模块化设计 炉排片



二、光大環境ベトナムカントーの実績説明

光大環境集団有限公司によるストーカ炉性能の独自研究開発

「高水分、高灰分、低発熱量」の家庭ごみ処理に特に適する

モジュラー設計、輸送しやすい、設置期間が短い、約7日間

先進的な自動燃焼制御システムを搭載し、燃焼の最高効率を確
保する

火格子炉片の年間交換率≤5％

回転式火格子のユニークなデザイン、スラグ燃焼低減率＜3%

トン単位の廃棄物発電量が高い

装置稼働が確実と安定、年間稼働時間は≥8,000h

シリーズ化及び標準化の製品を提供する、250-850t / d

EU CE製品認証、EU各国への輸出資格を備える

中国とベトナムに広く使用されている

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
特許取得済みの回転デザイン EUCE認証

モジュール設計 火格子片



二、光大环境越南芹苴项目案例分享

 生活垃圾焚烧过程中，会产生携带大量细小颗粒和污染物的高温烟气，通过“SNCR＋半干法＋干法＋活性炭吸附＋布袋除尘”

组合工艺处理后，烟气排放全面执行国家标准，烟气在线监测指标日均值全面优于欧盟2010标准。

Indicator QCVN61-
MT:2016/BTNMT EU2010/75/EC Cantho

Everbright’s

Dust(mg/m³) 100 10 2.41

NOx(mg/m³) 500 200 149.72

SOx(mg/m³) 250 50 11.19

CO(mg/m³) 250 50 11.18

HCl(mg/m³) 50 10 5.22

Hg(mg/m³) 0.2 0.05 0 – 0.001

Cd(mg/m³) 0.16 --- 0 – 0.006

Pb(mg/m³) 1.2 --- 0 – 0.003

TEQ(ng/m³) 0.6 0.1 < 0.1



二、光大環境ベトナムカントーの実績説明
 家庭ごみの焼却過程には、大量の微細な粒子や汚染物質を含んだ高温の煙が発生する。「SNCR+半乾燥法+乾燥法+活性炭吸着

+ エアショックバグフィルター」の組み合わせ処理により、排煙は全面的に中国国家基准に基づき、排煙オンライン観測指

標の1日平均値はEU 2010基准を全面的に上回る。

Indicator QCVN61-MT:2016/BTNMT EU2010/75/EC
Cantho 

Everbright’s

Dust(mg/m³) 100 10 2.41

NOx(mg/m³) 500 200 149.72

SOx(mg/m³) 250 50 11.19

CO(mg/m³) 250 50 11.18

HCl(mg/m³) 50 10 5.22

Hg(mg/m³) 0.2 0.05 0 – 0.001

Cd(mg/m³) 0.16 --- 0 – 0.006

Pb(mg/m³) 1.2 --- 0 – 0.003

TEQ(ng/m³) 0.6 0.1 < 0.1



二、光大环境越南芹苴项目案例分享

BOD5 (mg/L) CODcr(mg/L) SS (mg/L) NH3-N (mg/L) pH

进水指标 30000 50000 10000 2000 3.0

出水指标 ≤10 ≤60 ≤10 ≤1 6.5-8.5

 生活垃圾储存发酵期间会排出的大量渗滤液，

垃圾渗沥液采用“预处理+调节池+厌氧反应器

IOC+两级硝化反硝化+外置式MBR+TMF+RO

反渗透膜”组合工艺，去除渗滤液中高浓度有

机物及氨氮、重金属及悬浮物等污染物，最终

实现全部厂内回用。



二、光大環境ベトナムカントーの実績説明

BOD5 (mg/L) CODcr(mg/L) SS (mg/L) NH3-N (mg/L) pH

流入水指数 30000 50000 10000 2000 3.0

排水指数 ≤10 ≤60 ≤10 ≤1 6.5-8.5

 家庭ごみの発酵保存期間に浸出水を多く排出

され、ごみ浸出液は「前処理＋調整池＋嫌気

性リアクターIOC ＋二段硝化・脱窒＋外部MBR 

+ TMF + RO逆浸透」の組み合わせ工程により

、浸出液に含まれた高濃度有机物及びアンモ

ニア窒素、重金属及び浮遊物などの汚染物質

を除去し、最終的に工場での再利用を実現す

る。
原水 嫌気性（UBF）

排水
好気性（MBR）

排水
ナノろ濾過（NF）

排水
逆浸透（RO）

排水



二、光大环境越南芹苴项目案例分享

 焚烧产生烟气中的飞灰由除尘器捕集下

来，通过飞灰输送系统运至飞灰处理车

间。稳定化过程是向飞灰中加入螯合剂，

固定住重金属和二噁英，防止其进入环

境，飞灰稳定化后，经检测符合标准后，

运至政府制定填埋场进行安全填埋。

输送设备 稳定化设备 稳定后飞灰

飞灰稳定化处理工艺



二、光大環境ベトナムカントーの実績説明

 焼却から出た排煙のフライアッシュは

集塵機で回収され、フライアッシュ運

搬システムを通じてフライアッシュ処

理工場に運ばれる。安定化プロセスと

は、フライアッシュにキレート剤を入

れ、重金属やダイオキシンを固定し、

環境への進入を防ぐ。フライアッシュ

が安定された後に、検査で基準に合っ

てから、政府の埋立地に運ばれ安全な

埋め立てを行う。

運搬装置 安定した装置 安定されたフライアッシュ

フライアッシュ安定化処理プロセス



二、光大环境越南芹苴项目案例分享

 生活垃圾经充分燃烧后，在焚烧炉排的端头燃烬的炉渣由出渣灰斗

掉入出渣机，推至灰渣贮坑，汇集后送至厂内炉渣综合利用车间。

在炉渣综合利用车间，炉渣经过破碎及分选等处理，分离出的金属

进行回收利用，剩余炉渣用于建材行业，炉渣几乎得到100%的综合

利用，无固体废物排放。

炉渣 综合利用车间 炉渣粉碎设备

成品砂料炉渣分选设备 成品金属 炉渣综合利用工艺流程图



二、光大環境ベトナムカントーの実績説明

 家庭ごみが完全に焼却された後、焼却火格子の端に焼却されたスラグは

、スラグホッパーからスラグ排出装置に落とされ、スラグ貯蔵ピットに

押し込まれ、回収された後に工場内のスラグ総合利用ワークショップに

送られる。スラグ総合利用工場では、スラグは破砕や選別などの処理に

より、分離された金属をリサイクルし、残りのスラグは建材業界で使用

され、スラグはほぼ100%総合的に利用され、固形廃棄物が排出されない

。

スラグ 総合利用ワークショップ スラグ破砕装置

砂製品スラグの選別装置 金属製品 スラグ総合利用工程フロー図



二、光大环境越南芹苴项目案例分享

越南电视台新闻联播报道 朝闻天下报道 芹苴电视台

人民日报 2019年4月1日发表题为“光大环保助力一带一路建设湄公河三角洲有座绿色电厂（一带一路建设进行时）”文章

中央电视台
朝闻天下

2019年4月8日报道芹苴项目“一带一路”进行时 越南 生活垃圾发电 海外践行环保理念

中央电视台
新闻联播

2019年4月9日报道芹苴项目“一带一路”进行时 生活垃圾发电 海外践行环保理念

新华网 2019年4月12日发表题为“变废为宝 清洁发电——越南芹苴垃圾发电项目助力共建绿色一带一路”

越通社/
资源环境报

2019年3月5日发表题为“中国光大环境建成芹苴垃圾焚烧发电项目，顺利投产”



二、光大環境ベトナムカントーの実績説明

ベトナムテレビCCTVニュース放送 朝聞天下ニュース放送 カントーテレビ局

人民日報
2019年4月1日、「光大環境集団有限公司が一帯一路建設に協力しメコンデルタにグリーン発電所の建設(一帯一路建設進行
中)」という記事報道

中央テレビ局
朝聞天下

2019年4月8日に報道されたカントープロジェクト「一帯一路」進行中 ベトナム廃棄物発電 海外環境保護の理念実践

中央テレビ局
CCTVニュース

2019年4月9日、「一帯一路」が進行中で生活ゴミ廃棄物発電 海外での環境保護の理念実践というカントープロジェクト
を報道された

新華網
2019年4月12日、「廃棄物の資源化 クリーン発電——ベトナム・カントー廃棄物発電プロジェクトがグリーンな一帯一路の
建設に貢献する」というタイトルが発表された

ベトナム通信社/
資源環境新聞

2019年3月5日、「中国光大環境集団有限公司がカントー廃棄物焼却発電プロジェクトを完了し、順調に生産に入る」とい
うテーマが発表された



二、光大环境越南芹苴项目案例分享

按照“开放是姿态、开放是心态、开放是常态、开放是他律、开放是自

律”的要求，将每月第一个周五做为公众开放日积极组织对外开放活动，

截止目前已累计接待近3000人次。既增强政府、社会及公众对生活垃

圾焚烧发电工艺的认识，也加深了对企业的认同感，有力地促进了项目

融入当地社会。

2018年12月，芹苴市投资促进会颁发 “2018年芹苴市优秀企业奖”

2021年1月，芹苴市公安部门颁发2020年安全生产企业荣誉证书

2018年，芹苴市人民委员会授予“芹苴市投资工作贡献奖”

2020年6月，芹苴市旅游学颁发认证为“芹苴市市级工业旅游基地”

近年来部分政府及民众参观及取得荣誉情况



二、光大環境ベトナムカントーの実績説明

「開放は姿勢、開放は意識、開放は常態、開放は他律、開放は自律」

の要求に基づき、毎月の一番目金曜日を一般公開日として積極的に対

外開放活働を組織し、これまでに延べ3000人を受け入れた。政府、社

会、一般市民の家庭ごみ焼却発電プロセスへの認識を高め、企業のア

イデンティティを深め、プロジェクトの地域社会への浸透を促進する

。

2018年12月、カントー市投資促進協会は「2018カントー市優秀企
業賞」を授与した

2021年1月、カントー市公安部門は2020年安全生産企業栄誉証明書
を授与した

2018年、カントー市人民委員会は「カントー市投資活動貢献賞」
を授与した

2020年6月、カントー市観光学は「カントーシティレベルの産業観
光基地」として認定された

近年、一部の政府や人々の見学及び栄誉取得状況



三、光大环境减污降碳思考 光大環境の汚染削減と炭素削減の考え方

三碳目标：发展负碳企业、打造零碳工厂、追求低碳生活

（From：光大环境2020年度可持续发展报告）

3つの炭素目標：カーボンネガティブ企業の発展、ゼロ炭素工場の建設、低炭
素生活の追求

（From：光大環境集団有限公司持続可能な報告書2020年)



三、光大环境减污降碳思考

⑥绿色环卫

③节能增效

衍生燃料

驱油/气、其他

减少辅燃使用化石燃料
而产生的直接排放

⑤碳封存/循环

减少垃圾中含化石碳的原料；
增加协同的生物碳基原料。

①
原
料
优
化

④能源结构升级
（光伏）

生物固碳

②化石燃料替代

⑤碳捕集
垃圾焚烧项目

供能 供能

CO2 CH4
N2O

梳理垃圾焚烧项目碳排放点，探讨“净零碳排放”路线，合理规划布局：
原料优化+垃圾焚烧节能增效+化学吸收碳捕集+光伏储能系统

打造垃圾焚烧绿色低碳技术示范项目（十四五）



三、光大環境集団有限公司の汚染削減と炭素削減の考え方

⑥グリーン環境衛生

③省エネ・
効果増加

固形燃料化

石油/ガス、その他

補燃性化石燃料による
直接排出を減らす

⑤炭素隔離/
リサイクル

廃棄物に含まれた化石炭素の原
材料を減少する；共同効果のバ
イオカーボン原料を増加する。

①
原
材
料
の
最
適
化

④エネルギー構造のアップグレード
（太陽光発電）

炭素固定

②化石燃料の代替

⑤炭素回収

廃棄物焼却プ
ロジェクト

エネルギー
供給

エネルギー
供給

CO2 CH4
N2O

廃棄物焼却プロジェクトの炭素排出ポイントを整理し、「クリーン・ゼロ・カーボン」ルートを探索し、合理的に計画

・配置する：原材料の最適化+廃棄物焼却の省エネ効率向上+化学吸収炭素回収+太陽光発電エネルギー貯蔵システム

廃棄物焼却グリーン低炭素技術モデルプロジェクト（第14次五ヵ年計画）



三、光大环境减污降碳思考

37

梳理污水处理项目碳排放点，围绕节能类，能源回收类，新能源类等减碳技术，探讨“近零碳排放”路线。

打造低碳排放污水处理重点示范项目（十四五）

节能类减碳技术：
采用精细化控制系统，采用节能高效设备，高效低碳脱氮工艺等。

能源回收类：
污水自有化学能的回收（污泥厌氧消化热电
联产），污水源热泵热能回收等。

新能源类：太阳能发电，外源有机物化学能补充（共消化）等。

精细化控
制系统

节能风机
和节能泵

高效低碳
脱氮工艺

污水源热泵

污泥硝化设施

太阳能发电系统 添加外源有机物（如餐厨垃圾）



三、光大環境集団有限公司の汚染削減と炭素削減の考え方

22

汚水処理プロジェクトの炭素排出ポイントを整理し、省エネ、エネルギー回収、新エネルギーなどの炭素削減技術

をめぐり、「ガス排出量実質ゼロ 」のルートを検討する。

低炭素排出汚染水処理重点モデルプロジェクトの構築（第14次五ヵ年計画）

省エネ炭素削減技術：

洗練された制御システム、省エネ・高効率設備、高効率・低炭素脱窒プロセ
スを採用する。

エネルギー回収カテゴリー：

汚染水源自有化学エネルギー回収（スラッジの嫌
気性消化コージェネレーション）、汚染水源ヒー
トポンプの熱エネルギー回収など。

新エネルギー：太陽光発電、外生的有機物の化学エネルギー補給（共消化）など。

洗練され
た制御シ
ステム

省エネファ
ンと省エネ

ポンプ

高効率の低炭素
脱窒プロセス

汚染水源ヒートポンプ

汚泥硝化施設

太陽光発電システム 外生的有機物の添加（生ごみなど）

NO3還流

低酸素
消化槽

好気性
消化槽

第二次
沈殿池

ヒート
ポンプ

汚泥還流

汚泥濃縮
サイドストリ
ーム型消化液

Anammox

汚泥消
化コー
ジェネ
レーシ
ョン

ごみ焼却
プラント

バイオガス発電

排水
一次処理 嫌気性

消化槽



三、光大环境减污降碳思考

• 结合 “五点一线”垃圾分类回收体系，将生活垃圾中的废旧塑
料通过智能分类回收、分选等手段进行分离，并采用先进的技
术得到高附加值的塑料资源化产品。

• 废塑料资源化技术，根据不同种类和品质的原料可采用原料分
流和技术分流路线。

• 塑料再生技术细分为物理循环技术和化学循环技术。

 塑料垃圾所含化石碳含量占垃圾化石碳总含量的80%以上，对垃圾中的废塑料进行分拣、资源化再生，可有

效优化原料，达到减少化石碳排放的目的。

 打造废塑料资源化示范项目（十四五）

废塑料的种类繁多，主要包括：PET、PE、PP、
PS及PVC等几大类。



三、光大環境集団有限公司の汚染削減と炭素削減の考え方

• 「五点一線」のごみ分類と回収システムを組み合わせ、家庭ごみの廃プラス

チックをインテリジェントな分類と回収、選別などの手段で分離され、先進

技術で高付加価値のプラスチック資源化制品を得る。

• 廃プラスチック資源化技術は、原料の種類と品質の違いにより原料分流と技

術分流のルートを採用する。

• プラスチックリサイクル技術は、物理的再生法と化学的再生法に分けられる

。

 プラスチック廃棄物の化石炭素含有量は廃棄物化石炭素総含有量の80％以上を占め、廃棄物の廃プラスチックを選別

し、資源をリサイクルし、原材料を効果的に最適化し、化石の炭素排出量を削減するという目標を達成できる。

 廃プラスチック資源化モデルプロジェクトの作成（第14次五ヵ年計画）

廃プラスチックには種類が多く、主にPET
、PE、PP、PS、PVCなど含まれる。



情系生态环境
筑梦美丽中国

生態環境に配慮

美しい中国を夢見る

中国光大环境(集团)有限公司
中国光大環境集団有限公司
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