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１．中日长贸节能环保交流合作的新一轮备忘录（要点）

◆工作宗旨和目的：

积极应对未来碳中和的整体目标，进一步促进中日
两国在节约能源和环境保护领域开展技术交流、产业
合作以及技术和设备贸易。

◆指导方针：

➢加强在碳排放重点产业领域的节能环保相关交流，鼓
励企业技术创新与合作，推动节能减排，为建设低碳
社会、助力实现碳中和的整体目标加强沟通，增进交
流与合作。

➢在过去的交流基础上加大力度推动水处理、大气污染
防治、含污泥在内的固体废弃物处理与资源化、以及
氢能等新能源普及等方面相关技术交流与项目合作。

１．日中長期貿易の新たな省エネ環境交流協力覚書（要点）
◆活動の趣旨及び目的：

将来のカーボンニュートラルの目標実現に対応しつつ、
日中両国間で省エネルギー・環境分野における技術交流、
産業協力及び技術・設備取引の一層の促進をはかる。

◆指針：

➢カーボン排出重点産業分野における省エネルギー・環境
に関する意見交換を通して、企業の技術イノベーションと
協力を促し、省エネ・汚染排出削減を推進するとともに、
低炭素社会の構築、カーボンニュートラルの目標実現に資
する。

➢従来の交流を基礎に水処理、大気汚染防止、汚泥を含む
固体廃棄物処理、資源化に加え、水素など新エネルギーの
普及等に係る技術交流やプロジェクト協力を進める。

◆依拠する日中長期貿易協力覚書の地域経済振興の
視点：➢中国の自由貿易試験区、自由貿易港、雄安
新区、環黄海、長江経済ベルト、京津冀、東北等地
域と日本の地方自治体、国家戦略特区等との双方向
の貿易・投資プロジェクト、産業園区、ビジネス協
力、企業交流を展開し、地域経済の持続可能な成長
と産業振興を促進。

◆中日长贸合作备忘录 促进地方经济振兴的观点：

➢推动中方自由贸易试验区和自由贸易港、雄安新
区、泛黄海、长江经济带、京津冀、东北地区等与
日方有关自治体、国家战略特区等开展双向贸易投
资项目、产业园区、商业合作和企业交流，促进地
方经济可持续增长和产业振兴。 1



2．回顾节能环保论坛 长贸分论坛的工作

◆长贸分论坛主题的变迁

• 2006-07年 节能环保产业

• 08-11年 污泥处理

• 12-15年 污水・污泥处理＋汽车循环再利用

• 16-19年 水循环、海水淡化、污水・污泥处理

※注重技术创新和全球化方向

• 20-21年 水环境治理和污泥处理

2．省エネ・環境総合フォーラム長期貿易分科会活動の回顧
◆テーマの推移：

・2006～07年 省エネ・環境全般

・08～11年 汚泥処理

・12～15年 汚水・汚泥処理＋自動車リサイクル

・16～19年 水循環、海水淡水化、汚水･汚泥処理

※技術イノベーション、グローバル化を指向

・20～21年 水環境対応と汚泥処理

◆本分科会での協力促進案件数（～19年）：27件

◆19年段階の課題例：厳格な基準・規制、ガイドラインな

どの整備 中国側のコスト負担

（経済産業省 委託報告書 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000528.pdf 日本語）

厳格な基準・規
制、ガイドライ
ン等の必要性、
測定機器の国家
承認

実力に合わせ
た基準、規
制、測定能力
育成

(双方)インセン
ティブ、先行
投資支援、実
証成果のPR支
援

知財権保
護、ノウ
ハウへの
対価

中国側の
コスト負
担

サイバーセ
キュリティ―
(データ・ロー
カライゼー
ション）

指摘数 22 3 10 5 10 1

◆长贸分论坛促进合作案例（至19年）：27项

◆19年度跟踪调查发现的课题（例子）：需要配
备更严格的标准、限制规定、导则等制度 中方
负担成本较低

需要更严格的
标准、限制规
定、导则、国
家认证测量机
器制度

符合实际力量
的标准、限制
规定、测量能
力建设培训

(双方)奖励、
前期投资支持、
支持宣传实验
成绩

保护知识
产权、支
付软件技
术代价

中方负担
成本较低

网络安全(限制
或禁止有关数据
出境）

意见数 22 3 10 5 10 1
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3．中国优化营商环境上待进一步改进的环保限制措施

◆日中经济协会《为优化中国营商环境的建议》
（21年3月）

➢关于进一步改进环保限制措施的建议（例 摘要）

⚫制定严格的环保标准十分重要，但是突然强化标
准将会成为持续生产活动中的巨大风险。因此，
希望能够确保公平性,并统一运用标准。

⚫在实施污染物排放许可证制度、环境保护税、引
进碳交易等重要改革时，希望充分考虑全国与
地方的协调。

⚫希望准确及迅速披露今后的方针、计划、最新的
环保标准内容等，并在采取环保限制措施时设定
足以准备的缓期期间。

⚫部分地区已得到了一定的改善。但是，对于即便
是符合环保标准的企业，也不出示法律依据而一
律采取停止生产措施的情况也有所存在。希望根
据每个企业的情况，采取协调的环保相关措施，
而不是采取“一刀切”的方式。

⚫同时希望对于环保对策先进的企业采取优惠措施，
并制定公正的排放权交易规则。

3．中国のビジネス環境改善での環境規制面の更なる留意点
◆日中経済協会「中国ビジネス環境改善への提言」(21年3月）

➢ 環境規制に係る提言事項（例・要約）

⚫厳格な規制は極めて重要だが、それらが突然強化されること
は生産活動継続の大きなリスクとなる。公平さの担保、運用
基準の統一化を要望。

⚫汚染物排出許可証制度、環境保護税や炭素取引の導入といっ
た重要な改革の執行に際しては、全国と地方で調和が取れた
ものとなるように十分な検討を願いたい。

⚫今後の方針・計画、最新の規制内容等は、正確かつ速やかに
開示すると共に、導入に際しては、充分な対応に必要な一定
の猶予期間の設定を要望する。

⚫一部の地域では一定の改善がなされているが、基準を満たし
ている企業にも法的根拠を示さず一律に生産停止措置が課さ
れてしまうケースがある。「一刀切」方式でなく、個別企業
の状況を踏まえたバランスある環境規制への拡大を要望する。

⚫環境対策が進んでいる会社に対する優遇措置や公正な排出権
取引ルールの策定を要望する、等。

（https://www.jc-web.or.jp/publics/index/262/ 日中両文）
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4．日本水务面向实现脱碳社会的贡献思路(供参考)

◆日本《全球变暖对策计划》（21年10月修订）
中的供水和污水处理

⚫供水（自来水）：

• 引进节能和高效机器，引进水泵逆变器控制
等节能设备，以及通过扩大供水区、合并或
搬迁设施推进节能。

• 引进小水利发电、太阳能发电等可再生能源
发电设施

• 作为长期举措，追求自来水设施为调节电力
供需做出贡献的可能性

⚫污水处理：

• 通过数字化转型（DX）提高设施管理的先进
性和效率，同时引进节能设备，引进太阳能
和污水热能等可再生能源等。

• 促进利用污水处理过程创造的生物质能，包
括利用污水污泥的固体燃料和消化气体的发
电等。

4．日本での脱炭素社会実現に向けた水事業の貢献可能性(参考)
◆地球温暖化対策計画(21年10月改訂)での上下水道

⚫上水道：

• 省エネルギー・高効率機器の導入、ポンプのインバータ制御
化などの省エネルギー設備の導入及び施設の広域化・統廃
合・再配置による省エネルギー化の推進

• 小水力発電、太陽光発電などの再生可能エネルギー発電設備
の導入実施

• 長期的な取組として、上水道施設が電力の需給調整に貢献す
る可能性を追求

⚫下水道：

• デジタルトランスフォーメーション(DX)を通じた施設管理
の高度化・効率化を図るとともに、省エネルギー設備の導入、
太陽光や下水熱などの再生可能エネルギーの導入等を推進

• 下水汚泥由来の固形燃料や消化ガスの発電など、下水道バイ
オマスを有効活用した創エネルギーの取組を推進。

（https://www.env.go.jp/earth/211022/mat01.pdf 日本語） 4
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5．日本面向实现脱碳社会的举措和地方创新(供参考)

◆地方脱碳路线图（21年6月决定）

⚫关键词：～从地方开始行动，未来新一代的过渡
战略～ 地方脱碳行动有助于地方振兴，解决地
区问题，提高地方吸引力和质量，为地方创新做
出贡献

① 以每个人为主体，利用现有技术解决

② 通过充分利用可再生能源等当地资源

③ 为搞活地方经济，解决地区问题做出贡献

⚫路线图：今后5年全面动员政策，积极支持人才、
技术和资金

① 到2030年度至少建立100个"脱碳先行地区"

② 在全国范围内实施重点措施（自用型太阳能、
节能住宅、电动汽车）

⚫实施三项基本措施（①实施持续和包容性支持，
②创新生活方式，③实施制度改革）

⚫将模式推广到全国，在2050年之前实现脱碳社会
（实现脱碳多米诺骨牌）

5．日本の脱炭素アプローチと地方創生（参考）
◆地域脱炭素ロードマップ（21年6月決定）

⚫ キーメッセージ：～地方からはじまる、次の時代への移行戦
略～ 地域脱炭素は、地域課題を解決し地域の魅力と質を向
上させる地方創生に貢献

① 一人一人が主体となって、今ある技術で取り組める

② 再エネなどの地域資源を最大限に活用することで実現でき
る

③ 地域の経済活性化、地域課題の解決に貢献できる

⚫ ロードマップ 今後5年間に政策を総動員し、人材・技術・
資金を積極支援

① 2030年度までに少なくとも100カ所の「脱炭素先行地
域」をつくる

② 全国で重点対策を実行（自家消費型太陽光、省エネ住宅、
電動車など）

⚫ ３つの基盤的施策（①継続的・包括的支援、②ライフスタイ
ルイノベーション、③制度改革）を実施

⚫ モデルを全国に伝搬し、2050年を待たずに脱炭素達成（脱
炭素ドミノ）

（https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/datsutanso/pdf/20210609_chiiki_roadmap.pdf 日本語）
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6．重新运用 新版节能环保技术数据库 进行交流的建议
6．新たな省エネ・環境技術データバンク活用・交流の提案

◆省エネ53項目中、水・汚泥分野にも関わる項目は11に及ぶ

◆水・汚泥項目の多くは高い省エネ効果にも優位性あり

◆节能领域53項中、11项表示与水和污泥领域也有联系
或效果

◆水和污泥领域的多数技术也在较高节能效果方面有优

➢特徴：中国各地方・企業等のニーズ・関心の所在につき、日
中経済協会が窓口・ブリッジ機能を発揮し、より効率的・効
果的なビジネス促進を図る

➢特点：日中经济协会发挥窗口・桥梁作用，将中国各
个地方和企业等需求及意向信息传达日方，提高促成
节能环保项目的效率和效果

https://jcpage.jp/tec/ 6
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