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巻頭言

エネルギー・環境分野における
日中のパートナーシップ強化
日中経済協会副会長
JX ホールディングス株式会社相談役

年間、わが国のエネルギー安定供給の大きな支えと

引 は、2003 年に 終 了し ましたが、 それまでの 約

は 中 国から 大 慶 原 油の輸 入 を 開 始し ました。この取

が増 加の一途を 辿っていた 1973 年、わが国

度 経 済 成 長を 背 景に日 本 国 内の石 油 製 品 需 要

度 経 済 成 長に伴 う 環 境 汚 染 対 策や、 長 年の省エネ努

境 分 野における 中 国 との協 力は重 要です。 また、 高

を 握ります。このため我々にとってもエネルギー・ 環

あ り、 中 国の持 続 可 能な 発 展が、わが国の成 長の鍵

一方、 日 本は 経 済 面で中 国 と 深い相 互 依 存 関 係に

力を通じて蓄積されたわが国の技術・ノウハウは、中

ネルギー安全保障の確保」と「環境問題への対応」の

ネルギー消費が急増しました。その結果、自国内の「エ

源 節 約や環 境 保 護など、 社 会の持 続 性を 重 視する政

経 済 成 長を 最 優 先するこれまでの姿 勢を 改めて、 資

現 在、 中 国は「 経 済 発 展 方 式の転 換 」を 標 榜し、

国の問題解決の助けになれるはずです。

二つが、 大 きな 政 策 課 題 としてクローズアップされて

解決すべきであると訴えました。すると講演後、学生

安全保障」と「環境問題」について、日中が協力して

その際、私はこれら二つの課題、すなわち「エネルギー

訪日 研 修 団の皆さんを前に講 演する機 会を得ました。

して、 中 国 共 産 党の高 級 幹 部を 養 成する 中 央 党 校の

解 決に向けて、 と もにチャレンジするパートナーでな

位の経済大国として責任ある二国は、この二つの問題

今 後 世 界 共 通の課 題となります。 世 界 第二位・ 第三

ネルギー 安 全 保 障の確 保 」と「 環 境 問 題の克 服 」は

パートナーシップを構築すべきではないでしょうか。
「エ

琢 磨することで、 環 境・ 省エネ技 術 分 野の先 進 的な

を 持 ち、この分 野における 日 中 協 力の推 進について、

ギー・ 環 境 分 野はもちろんのこと、それ以 外でも 多

日中関係はよく「一衣帯水」と言われます。エネル

方面にわたって対話と協力を重ね、お互いの距離を縮

大きな熱 意を 持っていることを 実 感する 良い機 会にな

来を担 う 若い方々がエネルギー・ 環 境 問 題に高い関 心

たちから私の呼びかけを歓迎する意見が矢継ぎ早に寄

互いに技 術やノウハウ、そして熱 意を持ち寄り、 切 磋

に対する熱意があります。したがって、今後は両国が

はエネルギー・ 環 境 問 題に対 する 強い危 機 感 と 解 決

策を展開しています。加えて、先述のとおり、中国に
年に北 京の清 華 大 学で講 演 さ
年には、 日 中 経 済 協 会の副 会 長 と

07

ければならないと思うのです。

09

せられたのです。 私にとって、 中 国 側、とりわけ、 将

せていただき、

こ う した 中 、 私 は

おります。

しかし、 近 年、 中 国では著しい経 済 発 展に伴い、エ

なりました。

30
りました。

める努力が活発になることを願っております。
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中国水市場
改革とビジネスの可能性

環境、土壌汚染対策でもそれぞれ行動計画の
策定を急いでおり、水分野では「清潔水行動
計画」がまもなく公布される予定。

中国水関連事業の
発展動向

中国全国工商聯環境服務業商会秘書長

駱建華

2002 年以来、中国政府の関連部・委員会は『都市の給水価格改革の更な

ち出して来た。これらの政策文書は中国水関連事業の市場化改革について、きわ

る推進についての通達』をはじめ、一連の水関連事業改革に関する政策文書を打

水環境対策事業でのビジネスチャンスを大

めて大きな指 導 的な意義を有するばかりでなく、水 処理業 界の市 場化改 革を直

基準・規制強化と対策への財政投入増強は、
きく広げることが期待される。都市部から農村部へ、また上水・

接加速させた。本稿は、中国の水関連事業の発展動向を解説する。

中国政府が打ち出した関連政策に

下水、産業廃水、水再生利用、工業用水から海水淡水化、さらに
は汚泥処理・処置、河川・湖沼・海域浄化など広範な分野に、計画、

は、上流域の水価格、給水企業の合理

水価格政策の改革を積極的に進めてお

地方の関係管理部門はともに、現行の

源配分で主導的な役割を果たす。中央・

市場経済においては、水価格が水資

国の現行規定では都市の給水価格は所

ないとうたわれている。しかし一方では、

水価格を合理的に決定しなければなら

ストを査定し、これをベースに都市の給

を総合的に考慮し、給水企業の運営コ

水資源の合理的配分のための

り、合理的な用水価格体系と下水処理・

在都市の人民政府または省、自治区、

設計、建設、運営管理、設備・資機材提供等様々な形態で、日本

再生利用の価格体系の構築に着手し、

直轄市の価格主管部門が確定し、 通

的利益、水質改善と管網改造等の要素

水資源利用の構造適正化をはかってい

常はその地域の水資源の不足状況、給

価格体系の充実

る。国家発展改革委員会価格監測中心

水企業の経営状況、社会の価格受容能
点で全国 の大中都市における市民生
活用水価格（下水処理費、水資源費等

結果、一部の都市では給水価格の調整

総合的に考慮するとされている。その

5

0

元／トンである。

0

後政府には段階的に水資源の合理的配

経営に陥る等の問題も起きている。今

が適時に行われず、給水事業者が赤字

を除外）は平均 ・ 元／トン、下水
処理費は平均 ・ 元／トン、水資源

し、これらを当会が取りまとめ以下に紹介する。

力、価格調整のタイミング等の要素を

のデータによれば、2013 年 月時

企業はどのような事業展開が可能なのか。その事業環境は、中
国の制度改革と対外開放でさらに改善されるのか。多くの課題
にどうチャレンジすればよいのか。
本特集では、水価格の改革と財政支援などの制度改革が、市
場環境改善にどう影響していくのか、中国の環境政策に長年深
く関与してきた駱建華・全国工商聯環境服務業商会秘書長、中国
科学院環境政策中心執行主任が概説する。また、制度改革以来
十余年を経て成熟しつつある都市下水事業の歩みと課題、今後
の展望について、本分野に影響力のある王洪臣・中国人民大学教
授・環境学院副院長の論考を紹介する。王教授は後述するように、
2030 年、2050 年の下水処理場のあるべき姿を「コンセプ
ト・プラント」として実際に建設しようという 人の専門家委員
会のメンバーとしての精力的な活動にも注目が集まっている。

10

変化を続ける巨大市場に向き合っていくのか。今号では、多く

93

費と南水北調基金は合わせて約 ・

このような 中で、日 本 企業はそれぞれの強みを どう 生かし、

36
の企業の方にインタビューあるいは原稿執筆等の協力をお願い
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習近平・李克強体制の中国は、 期三中全

打ち出した。PM2・ 対策で昨年緊急発表

環境対策を最優先課題とする方針を明確に

会に続き、先頃閉幕した全人代においても、

18

された「大気汚染防止行動計画」に続き、水

5

市場
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のである。

における空間的水価格関係等に及ぶも

関係、水資源の豊富な地域と不足地域

比の関係、雨期と渇水期の季節価格の

や水多消費業種の用水価格と相互価格

関係、民生、農業、工業・サービス業用

排出等それぞれの価格と相互価格比の

れる。それは原水、供給水、中水、汚水

価格改革を推進していくことが期待さ

分を実現できる価格体系を整備し、水

を実現していくよう提案している。

とで、汚水処理費の段階的な引き上げ

算出・徴収方式を構築・普及させるこ

域別、種別、段階別に汚水処理費用の

処理費用徴収の指導的基準を定め、地

ような状況下で、我々は地域別に下水

理コストはさらに高くなっている。この

ベルアップ改造を迫られており、汚水処

下水処理場は高度脱窒・脱リン等のレ

すます厳しくなる下水処理基準により、

り、需要の成長点ともなろう。 年末

拡大の大きなドライビングフォースであ

しかしこれがまた今後の汚泥処理市場

下水処理施設の建設は総量的には伸

ろう。水処理１万トンあたりの平均脱

理量は少なくとも 408 億㎥となるだ

一日平均で ・ 万トンの脱水汚泥が

委員会秘書長、中国青年環境論

壇執行委員会秘書長、全国人民

室副主任、同研究室副主任など

を歴任。中華環境保護世紀キャ

会環境資源委員会による党中央、

ラバンの企画、全国人民代表大

展、11・5 省エネ・排出削減、環

国務 院に対する循環 経 済の発

ている。北 控 水 務（

代表大会環境資源委員会辧 公

境機構整備等の課題についての

提案・意見を起草。さらに「循環

に参画。2013 年、
「今後 十年の

中国環境戦略の道筋」を執筆。

）
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間内において、新増分の水処理施設の所

持し、私営企業はコンセッション経営期

政府は既存水処理施設の所有権を保

投資ー 建設ー 運営を行うものである。

処理能力拡大または汚泥処理施設の

施設統合に伴う改造、処理施設拡張・

の水処理施設の排出基準向上改造や、

実行している。これは私営企業が既存

プロジェクト投融資モデルを編み出し、

の略。投資・更新改造ー運営ー移転）

は ROT（※

ている。中持環保（

ず刷新することで資本リスクを回避し

より、プロジェクト投融資モデルを絶え

のある中 小 企業も差 別 化 発 展 戦 略に

の戦略的布石を進めている。一方、力

り、中長期的な全国水ビジネス市場で

買収等の方式でシェアを急伸させてお

レーション能力をバックに、投資、提携、

術、市場開発および管理等のインテグ

等の大型企業集団が、資本、資源、技

）
、桑徳環境（

経済法」等の法律や「省エネ環

境保護産業 12・5 計画」の起草

p
u
o
r
G

現在中国の都市下水で二級生物処理

びは緩やかになってきているが、施設建

水汚泥発生量を ・ トンと仮定すれ

下水処理場プロジェクト市場は今後も

近 年、 中 国 水 ビ ジ ネ ス 市 場 で は

革新

水ビジネス市場化の投融資モデル

くことになるだろう。

汚泥処理・処置の費用をカバーしてい

で徴収する汚水処理費でも、段階的に

り、市場のニーズも逐次拡大し、各地

資と運営費用をさらに強化することな

間中に汚泥処理・処置施設建設への投

5

2

D
N
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S

のコストは通常 元／トンであり、さ

設の中心は都市部から郷鎮部への移行

ン前後増加する。国家発展改革委員会

トンと、実際の運転コストをも下回って
いる。 年 月、国務院は「都市供水

の通知」で、各地方が都市供水および
汚水処理費の基準調整の際には、汚水
処理費の徴収基準を、コストが保障さ
れ、さらにやや利益が確保できるレベ
ルまで調整することを優先し、汚水処
理施設の建設と運営のニーズを満たす

施設の整備ははるかに立ち後れている。

発生することになる。このため、中国で

6

大きな発展の余地がある。下水処理施

41
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らに脱リン、脱窒素の高度処理と汚泥

なくとも ％に達すると予想され、処

までに、中国都市部の下水処理率は少

長、中国科学院環境政策中心執

ば、 年末には合計 2615 万トン、

汚泥処理施設の建設推進

全国工商聯環境服務業商会秘書

傾向がはっきりしてきており、中小の

汚水処理費の引き上げ幅拡大

駱建華氏略歴

15

処置を行えば、コストは ・ 元／ト

80

価格監測中心の公表データによれば、

15

は第 次五カ年計画（ ・ 計画）期

36

ける汚水処理費用は平均で ・ 元／
83

設の整備はめざましくとも、汚泥処理

4

0

年 月時点で全国 の大中都市にお

0

1

節水と水汚染防止・対策強化について

11

12

M&A による再 編 成が頻 繁に行われ
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10

00

べきと明確に打ち出している。一方、ま

昨年 7 月、環境商会と宜興市が開催した中国
環境保護産業高峰論壇

13
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W

中国

行主任。中国地質学会青年工作
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めて低価格で関係市政インフラ事業管

後は、地方政府に無償譲渡するか、きわ

有権と使用権を有する。契約期間満了

く、資金調達コストは高い。今後も当

改造工事等が含まれ、初期投資が大き

打ち出した。水事業は管網整備や更新

建設と維持管理への資金投入を明確に

が順次拡大していくことになろう。

公益的、準公益的水処理施設への支援

業園区が中法水務（※スエズの JV）に

業排水処理を委託したり、上海化学工

例があるが、いずれも良い効果が出てい

る。 年に開かれた中国共産党第 期

らみても、水料金の跳ね上がりも比較的

も比較的少なく抑えられる。市民側か

スにした水供給サービス価格の増加分

とされるだけなので、現行水価格をベー

部分にのみ、投資相応の利益保障が必要

携）プロジェクトの対象範囲の固定資産

持できること、さらに PPP（官民連

び財政補助だけで既存施設の運営を維

ては、現行の都市水価格徴収基準およ

から３０００万元だが、政府部門にとっ

の場合、投資総額はおよそ２０００万

であり、
小都市下水処理場の改造や増設

理の定額基準を定めていくべきである。

位置づけを明確にし、その運転維持管

年広く提起されており、水処理施設の

と振り向けるべきだ、という意見が近

資産投資から年間の運営費用の補助へ

そこで、財政資金支出を水処理の固定

くないといった問題の一因となっている。

資はしてみたが、施設の運転負荷は高

きず、これが客観的にみて、巨額の投

は水処理の固定資産投資にしか使用で

だろう。しかし、これまでは財政資金

り向けるという基本構造は変わらない

機関や社会的資金を市政公用事業に振

基準達成率を高めることができる。政

処理コストを下げることができ、さらに

法であり、事業者は専門委託によって

を専門の環境業者に処理してもらう方

が契約により費用を支払い、汚染物質

式が広く採用されている。排出事業者

排出削減のために第三者による処理方

が蔓延している。世界では産業による

く、施設を作っても運転されない状況

の運営サービスに対する監督管理が甘

えている。国による産業廃水処理施設

水環境や住民の健康に劣悪な影響を与

をたどり、深刻な汚染により、流域の

に、再生水価格を合理的に確定するこ

る関連政策では、再生利用促進と同時

重要な政策方向である。中国政府によ

再生水利用の推進は 年以来、国の

の方向となっている。

は、今後中国の水処理市場改革の１つ

する工業汚染の第三者処理の新モデル

染者が費用を負担し、専門業者が処理」

推進」を明確に掲げた。このように、「汚

中全会）では「環境汚染第三者処理の

中央委員会第 回全体会議（第 期

近年中国の産業廃水量は増加の一途

団地内の工業排水処理を委託している

理機構に売却する。
このモデルの利点は、
面は公共の財政・資源を呼び水に金融

産業廃水処理の専門化

初期投資コストを大幅に圧縮できる点

小範囲に留まるので、双方にとって、事

とを明確に要求している。水不足地域

18

府の監督部門も、監督管理対象が集中

13

今後、公共財政および政府投資による
北控水務とノルウエーアクアリュングの合弁による
5 万トンの海淡施設の全景模型（北控阿科凌曹妃
甸海水淡水化有限公司展示室）

業利益と生活ニーズが最適な形でバラ
ンスすることとなる。

水事業運営に財政からの支援強化
年の世界金融危機以降、政府は水

税などから一定の割合で水事業の工事

渡収益、水資源費または都市保護建設

多くの地方政府では、毎年度の土地譲

資総量、増加幅とも順次拡大してきた。

造最適化を前提にしつつ、水事業への投

づけ、財政資金の政策一元化、支出構

事業を公共財政投資の重点領域と位置

08

もこの方式の採用によって、汚染対策コ

いる。一部の大型製造業や工業団地で

験的に導入され、顕著な効果を挙げて

石炭火力発電所の脱硫、脱硝分野で試

汚染の第三者処理方式は、我が国では

発展を促す効果もある。近年来、工業

る。さらに、環境保護事業者や産業の

スメントのコストを下げることができ

し、把握可能となることで、エンフォー

分野では再生水に対する十分な需要が

化学、石油化学、鉄鋼、市政景観等の

務づける。現在、工業プロセス、冷却、

げ、一部の業種には再生水の使用を義

方法を制定し、再生水の活用分野を広

を行う。各地域において適時に具体的

野では再生水を使用するよう政策誘導

洗車、市政インフラ、都市緑化等の分

積極的に進めなければならない。工業、

では再生水の使用のための条件作りを

再生水利用の加速

ストの縮減にチャレンジしている。燕山

3

あるものの、管網の整備が必要なことに

18

石油化学がヴェオリア・ウォーターに工

03

3

4
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市場
改革とビジネスの可能性
中国

加え、価格等の原因で、再生水ビジネ
に束ね合わせ、面状に展開」する長沙モ

る監督管理の鍵であろう。

は従来の の水質指標を 106 項目

年、中国の新「生活飲用水標準」

ベルの下水処理場整備の著名な見本と

に、 項目も増やし、 項目の修正を

デルを確立した。これは全国の郷鎮レ

果を発揮できていない。新たな産業分
なっている。国内の郷鎮の下水処理分野

スは利益が少なく、まだ一定規模の効

野の拡大と再生水価格の調整によって、

泉になることが期待される

再生水は水処理企業の新たな利潤の源
境保護関連企業にとって、新たな成長

を積極的に開拓することは、多くの環

に、毒理指標の無機化合物を から

項目に、飲用水消毒剤を から 項目

行った。中でも微生物指標を から

郷鎮汚水処理市場の開拓

源保護、水環境対策等を効果的に進め

る。これによって流域管理と地域管理

が有機的に結合した水資源管理制度が

充実し、さらに流域の発展計画の策定・

実施、洪水防止のための連携、水資源

の配分、水利用の節約、水環境の保護

等における総合的監督・管理機能を強

水処理業務は今後成長のポテンシャル

る中、まだスタート間もない郷鎮の汚

指導者が新型都市化の推進に力を入れ

収はさらに保障しがたい。しかし、国の

による汚水の収集は難しく、費用の徴

め、整備コストはさらに高くなり、管網

り、広い範囲に汚染源が点在しているた

農村部では汚水管網の整備が遅れてお

して朝、昼、夜のピーク時に集中する。

大きい。汚水量も変動が大きく、主と

水や雨水が流入するため、水質変動が

活排水のほかに、家畜や家禽の飼養廃

質の濃度の時間変化は大きく、また生

トン／日程度である。汚水中の汚染物

は小さく、ほとんどの郷鎮が 1000

そ重要であり、水処理事業の運転維持

算定と補助金交付メカニズムの充実こ

いる。しかしながら、下水処理費用の

管理を強化し、排出基準達成を進めて

テムの期限付き改善命令を出し、監督

システムやオンラインモニタリングシス

業所に対し、名称を公表して中央制御

査を通じ、各省・市における多数の事

ている。環境保護部では多くの現状検

量排出削減の主たる数値をはじき出し

水質、運転状況確認等３つの面から総

市下水処理場では通常、現場の水量、

監督管理を強化しつつある。現在、都

市下水処理場と工業廃水排出に対する

らかになるにつれ、環境保護部では都

国内で様々な環境汚染突発事件が明

源調整機関によって、水に関わる重要

しようというものである。一元的な水資

雨水利用と中水再利用を一元的に管理

し、全国の水資源、水環境、上下水、

水資源関連業務調整メカニズムを確立

連携強化にしても、目的はハイレベルの

庁制改革にしても、水事業管理部門の

いま熱く議論されている政府の大省

今後の発展傾向となっている。

水道と飲用水の安全を保障することが、

準検査をますます強化し、都市住民の

各地の水道管理部門では給水水質の基

水場がなお基準達成できていないが、

中国では多くの小都市（小城鎮）の浄

更に放射性指標の 項目を修正した。

ジェクトの利益レベルを高めていくこと

をさらに発展させ、水事業企業やプロ

カニズムが、今後の中国の水処理市場

ズムと運営に対する政府からの助成メ

れつつある合理的な水価格形成メカニ

の革新と規範化に伴い、徐々に形成さ

る。水価格の調整、市場化経営モデル

な投資構造が基本的に出来上がってい

においても市場開放度を高め、多元的

の運営とサービス水準は向上し、水処

場競争メカニズムの導入で水処理企業

現し、良い監督管理環境を構築し、市

通じ、すでに社会からの資本導入を実

中国は十数年来の水事業体制改革を

化することができ、水資源配分の最適

も高いと言える。国内ではすでに桑徳

費を地方各級政府各レベルの財政予算

な事項を研究し、政策を決め、またそ

になるだろう。

に増やし、有機化合物を から に、

国際が PPP（公民合作）モデルによ

あるいは第三者の口座において監督管

れぞれ水に関わる部門の連携を強化し、

（翻訳・整理：日中経済協会事業開発部長

化水準と水関連業務の対応能力を高め

り、同じ省または市の多くの郷鎮レベ

理し、適時かつ不足なく事業者への費

総合的な水関連行政体系を形成し、流

五感指標と一般化学指標を から に、

ルの下水処理場への投資、建設と運営

用交付を保障し、事業者の財務コスト

中島俊輔）

1

水処理事業管理の一体化

の公的事業は投資、建設、運営いずれ

を提供できるようになっている。水処理

理事業において質の高い製品とサービス

ることができる。

をパッケージで請負、地域的な集中管

域間の水資源の融通や周辺地域の水資

中国の郷鎮（町村部）の汚水量規模

6

21

2

10

4

20 53

1

15 5

を低減することこそ、事業運営に対す

事業運営と水質の監督・管理の強化

点模索の解の１つの方向となっている。

8

35

理プラットフォームを構築し、
「集中的
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中国下水道事業の現在、過去、未来
2050年の下水道のコンセプトを視野に
中国人民大学教授・環境学院副院長

王洪臣

日中経済協会は、2014 年 月、中国人民大学環境学院副院長の王洪臣教授一行 人を招聘、日中間の省エネ・環境ビ
ジネス推進の一環として、下水・汚泥処理分野において中国の政策決定、技術の評価・選択に影響力のある専門家による日本
の下水・汚泥処理および湖沼浄化の視察・理解増進と、セミナーの開催等日本企業との交流を行った。本稿は、王教授が

年在籍、総工程師（チーフエンジニア）を経て 年より中国人民大学環境学院に勤務。

月 日に東京で行った講演の内容を整理したものである。
王洪臣教授は北京市排水集団に約

～

日

人の専門家

月

下水処理場の設計における中国の権威の一人といわれ、国の委託研究にも多く携わり、政策決定・技術評価に関与している。
年に カ月間、日本に滞在、東京、大阪、横浜の下水処理場で研修に参加して以来の訪日とのこと。一行は

に来日、熊本市の下水道事業、諏訪湖流域下水道と湖沼浄化について視察。セミナーでは特に、王教授を含む

割、

の地級市の 4929 地点の観測では、

優良が 割、良が 割、やや良

やや劣 割、極劣 ％で、水源として

使えないやや劣～極劣が 割近くを占

め、汚染の深刻さが際立っている。

中国下水道 100 年の軌跡

―2000 年以降、急速に発展

中国での汚水処理は 1920 年代

6
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4569 万㎥／日の汚水処理能力の新

設、2611 万㎥／日の汚水処理能力

のグレードアップ改造、518 万トン

／年の汚泥（乾燥汚泥）処理能力の新

設、2675㎥／日の汚水再生利用施

設の新設が必要となる。同時に、新た

に 280 万トン／年の COD 削減能

力と、 万トン／年のアンモニア態窒素

の削減能力が備わるとされている。

年末現在、全国ですでに 3512

カ所の県レベル以上の汚水処理場が完成

し、総処理能力は 億 5000 万㎥／

日、 年の年間汚水処理量は 445 億

㎥に達した。

一方、水質汚染は依然深刻であり、

年末、地表水は、河川ではⅠ～Ⅲが

類 割、Ⅳ類（軽度汚染）とⅤ類（重度

汚染）が 割、劣Ⅴ類（使用価値のない

水）が 割。湖沼では、
Ⅰ～Ⅲ類が 割、

Ⅳ～Ⅴ類が 割、劣Ⅴ類が 割。地下

水はさらに深刻で、 年の全国 198

1

集中処理を行うこととし、都市汚水処
理率の達成目標を ％（直轄市、省政
府所在 地・単独計画都市の市街地は

3

が立ち上げた「2050 年に向けたコンセプト下水処理場」構想についての紹介が注目された。

中国下水道事業の現状
年末、全国に3512の下水処理場

％、鎮（
「建 制 鎮 」
）平 均

6

5

100％、地級市 ％、県級市 ％）
、
県城平均

％とした。汚泥無害化処理率の目標
は、直 轄 市・省 政 府 所 在 地と単 独 計
画市は ％、その他都市は ％、県城
および重点鎮は ％とした。また都市
汚水処理施設での再生水利用率目標を

13

6

09

30

2

8

13

1

3

1

12

15 3

年からの ・ 計画で、中国政府

は引き続き汚水処理施設の建設に力を
入れている。国務院は「 次五カ年規
劃ー全国都市汚水処理および再生利
用施設建設計画 」を公布し、汚水処
理、汚泥処理、再生利用、汚水管網の
年までの建設目標を打ち出した。ま

％以上とした。目標達成のため、

年までに ・ 万㎞の汚水管網の建設、

15

1

70

12

3

王洪臣教授（3月7日、東京で行われたセミナー講演にて）

3

ず、全 国 すべての都 市（
「設 市 都 市」
）

70

4

85

85

30

12

70

9

5

3
6

2

および県城（県庁所在の鎮）は汚水の

80

15

6

30

15

12

7

20

7

93
13
11
15

中国

市場
改革とビジネスの可能性

の時期の特徴によって、 つの段階に分

4

し、都市汚水処理場の建設も急ピッチ

で進む。北京市では 年の五輪開催に

合わせ、 年に市街地の汚水処理施設

水処理場を建設するとして、今後 万

カ所の小都市汚水処理場の建設が必要

になる。さらに中国には 万の行政村

があり、200 万の自然村も含まれて

68

08

〜 図が示すとおりである。それぞれ

特に今世紀に入って大きな発展を遂げ、

けることができる。
（第 表参照）

の基本的整備を終えたが、その後汚水

3

06

5

に始まり、すでに百年近い歴史がある。

処理能力も急速に向上した。全国規模

の汚水処理の基本的な枠組みが構築さ

いる。多くの農民が都市に流入すると
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1

量の増加により、今後 年間でさらに

国家重点水質汚染防止地域 “ 三河三湖 ”：淮河、海河、遼
河及び太湖、巣湖、滇池。“ 一江一庫 ”：松花江流域、三
峡ダムと上流、南水北調の水源地と沿線域。黄河中上流
流域水質汚染防止計画。重点流域水質汚染防止計画地域
は国土の約 40% に達した。

当面の課題とニーズ

2001 ～ 国家重点水質汚
10 年
染防止地域を指
定、流域内の汚
水処理場の建設
が急進展

10

4

れ、水質汚染防止に重要な役割を果た

全国範囲で２級生物処理場の建設開始。中央政府による
国際借款の汚水処理場への傾斜、国債資金活用、汚水処
理費の新設と費用の引き上げ、BOT による市場資金活用
など、汚水処理事業の発展を促す一連の政策を実施。北
京高碑店、天津東効、成都三瓦窑、杭州四堡、瀋陽北部、
鄭州王新庄など大型汚水処理場の完成と稼働に伴い、中
国の汚水処理事業は新たな段階に。

しても、今後十数万の分散型汚水処理

1979 ～ 中国の汚水処理
2000 年 事業が世界のト
レンドに同期

150㎥／日の処理能力を新設する必

汚水灌漑を拡張し、農地における汚水処理を実施（北京南
東汚水灌漑区、天津武宝寧汚水灌漑区、遼寧沈撫汚水灌
漑区、山西整明汚水灌漑区、新疆石河子汚水灌漑区など）
オキシデーションディッチによる汚水処理工程建設（フホホ
ト、長沙、武漢、保定）
、本方式の汚水処理の規模は 173
万㎥／日。

汚水処理能力の更なる迅速な拡大は必

1961 ～ 汚水を灌漑に利
78 年
用し、農地によっ
て汚水を処理
オキシデーショ
ンディッチ建設
開始

施設が必要であることに変わりはない。

汚水管建設による悪臭河川の整備を開始（北京龍須溝、
上海肇家浜、南京秦淮河、武漢黄考河、広州玉帯濠、天
津赤龍河）
。１級汚水処理場の建設（北京高碑店１級汚水
処理場の規模は処理規模 40 万㎥／日。北京酒仙橋 1 級
汚水処理場では汚泥嫌気消化槽を設置）

5

要がでてきた。また、中国には 万以

1950 ～ 大都市旧市街で
60 年
汚水管建設、汚
水の堰止・収集、
悪臭河川整備等
都市環境の改善
の取組開始

年の統計によると、稼働中の２８

1923 ～ 28 年に上海で３カ所の汚水処理場を建設。総処
理能力／日3.55万㎥、
それぞれ活性汚泥法を採用。
その後、
戦乱により、汚水処理施設の建設は停止状態に。49 年時
点で全国の排水管の総延長は僅か 6,000㎞、汚水処理場
も３カ所のみ。

４２カ所の汚水処理場のうち、一級 A

1920 ～ 中国最初の下水
49 年
処理場が上海に
完成

している。しかし、将来的に見れば現

概況

至

特徴

状の汚水処理では水質改善にはほど遠

年代

51

％の都 市 化

第 1 表 中国の下水処理事業の 100 年の軌跡

排出基準引き上げによる改造需要も膨

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
（年）

上の郷鎮があり、すでに汚水処理施設

150

5

計 画では ・

1975 1980 1985 1990 19952000 2005 2010 2015
（年）

200

12

・

250

0

1

く、更なる投資の拡大、能力拡大とレ

300

20

大

350

40

がある東部経済発展地域や大都市周辺

400

率目標が掲げられ、初めて都市人口が

450

60

ベルアップにより水質環境改善に取り組

処理水量（億トン／年）

汚水処理率（％）

500

80

部の郷鎮を除けば、大半の郷鎮の汚水

第 4 図 中国の都市と県城の汚水処理量
の変化

農村人口を上回る。都市化の急速な進

100

まなければならない。中国の都市と県

汚水処理場（カ所）

第 3 図 中国都市汚水処理率の変化

処理は空白状態にある。一郷鎮に一汚

16000
14000
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12000
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0
0
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（年）
（年）
3500

展に伴い、都市の汚水量はさらに増加

汚水処理能力（万トン／日）

4000

第２図 中国の都市と県城の汚水処理能力
の変化

城の汚水処理状況の年度別変化は第

第１図 中国の都市と県城の汚水処理施
設数の変化
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種でもある。ポリアクリルアミドなど

た、都市汚水処理は資材大量消費の業

することが予想され、省エネ対応の改

によるエネルギー消費はますます増大

改造が実施されるのに伴い、汚水処理

考えられる。各地で基準引き上げ対応

び全体の管理水準の低さが主な原因と

の環境効果は大幅に削減される。汚泥

康を脅かすことになり、汚水処理施設

汚染が発生しやすく、環境と国民の健

ずに放置すれば地下水や土壌への二次

質が含まれており、有効的な処理をせ

属や耐久性有機物など、有毒有害な物

／ h に達している。ま

設計されたすべての汚水処理場を一級

する必要が生じる。また、二級基準で

汚水処理で窒素・リン除去機能を新設

水質要求が厳しくなるにつれ、多くの

基準もさほど高くなく、さらには、汚

均汚染物濃度は極めて低く、流出水の

きだ。中国の汚水処理場の流入水の平

れ ％削減できたとして、年間 億～

汚水処理場が消費電力と薬剤がそれぞ

汚水管網の建設と改造強化

が主流となりつつある。

／ h の電力と、6000 トン

き上げる必要がある。
１㎥ 当たり ・26

／ h で、米国

それにもかかわらず、平均電力消費は

減のみならず、間接的に炭素排出の大

の薬剤の節約になる。運営コストの削

億

既存汚水処理施設の省エネ省資源ニー

効率が非常に低い事を示している。汚

と同レベルであることは、エネルギー

汚泥の処理率は ％未満

幅な削減にもつながる。

万㎞、管網建設が処理場建設より立

ち遅れている状況が長期間続いている。

その結 果、 汚 水および汚 染 物の収 集

汚水処理率の向上により、汚泥の発

ネックとなっている。中国の汚水処理場

排出削減の効果を高める上でのボトル

効率が全体的に低く、汚水処理による

生量も急速に増加している。 年、全

10

計画

国の汚水処理量は３４４億㎥、汚泥発

／ L、多くの都市で２００㎎／ L 以

の流入水の COD は平均約３００㎎

利用等の処理が行

還元、焼却、建材

衛生埋立て、土地

る見込みだ。現在、

の期間中には 3000 万トンを突破す

れなければならない。条件のある地域

である。現在の合流式の改造に力を入

が流入水の汚染物濃度が低い主な原因

合流、地下水の浸透や河川の逆流など

が確立していないため、雨水と汚水の

下である。下水と雨水の分離システム

生量は 2000 万トン。 ・

われているのは全

では分流式を採用し、実現が難しい地

には病原体、重金

処理である。汚泥

で、ほとんどは未

を防ぐべきである。また、管網の維持

物収集率を高め、処理水への直接溢流

域では極力堰止倍数を引き上げ、汚染

江蘇省昆山市張浦鎮金華村汚水処理場

ズ
都市汚水処理はエネルギー高消費業

染物負荷率の不足、低効率設備およ

上海市白龍港汚水処理場

現 在、 中 国の汚 水管総延 長は僅か

A 若しくは一級 B に、一級 B で設計

35

kW

体の僅か ％以下

5

kW

40

15

20

20

15

10

12

10

0

種である。中国の汚水処理レベルはま

北京市高碑店汚水処理場

8
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ださほど高くないが、 年の電力消費

B 基準設計は 1543 カ所、総処理

の化学薬剤の使用量は、中国でも 万

造も並行して早急に実施する必要があ

処理技術の方向性については様々な論

基準設計は 500 カ所、総処理能力

。二
能力 5674 万㎥／日（同 ％）

トンを超える。高エネルギー消費、資

る。諸外国の経験では、全体的な効率

争があるが、現在、嫌気性消化や好気

13

泥処理も基本的には行われていない。

は 150 億

級基準設計は 637 カ所、総処理能

材大量消費はコストアップのみならず、

改善で消費電力と消費薬剤はそれぞれ

性発酵後に計画的に土地還元する方法

。一級
1526㎥ ／日（全体の ％）

力 4489㎥／日（同 ％）であった。

CO 2排出分野であることにも注目すべ

〜 ％低減する事が可能だ。全国の

kW

された一部の汚水処理場を一級 A に引

3

44

12

35

中国

て検 討を始めた 注。2040 年、 年

の下水道のイメージを描く。 ～ 年で

万～ 万トンのコンセプト下水処理

5

汚染抑制・海洋汚染防止、第三は対策

で、工業汚染対策・都市の水質向上・

農村水質の改善となっている。大気行動

場を建設する。キーワードは、持続可能

3

中国下水道事業に深く係る国の計画

年の大気行動計画に続き、
「清潔水行動

計画の総予算枠は 億７０００万元だ

な水質基準（ぶれない、無駄な改造の阻

10

2

管理を強化し、適時に大規模なメンテ

水の大量浸入を防ぐ必要がある。水路

計画」が今年公布の見込みである。環境

が、これはそれを上回るだろう。

止）
、エネルギー自給率引き上げ、循環

利用（窒素、リン）
、環境との融和。これ

5

は主に第 表のとおりである。さらに昨

が発達している地域では、大量の河川

保護部の部内検討は終了したと言われて

1

ナンスを行い、汚水の大量溢水や地下

水の汚水管網への逆流による汚水処理

いる。注目点としては、泳げる水、釣り

「2050 年コンセプト下水処理場」

6

を一つの未来形下水処理場で実現してみ

たい。委員会の 人だけでは力が足りな

3

いので、国内外の力を借りたい。今年オ

3

ランダ、ドイツ等国外に 回視察に行き、

5

外国専門家を 回招聘する予定。今年

中に実証施設の設計を行い、来年 万

トンクラスの実機を建設したい。投資者

からの支援は取り付けており、地方政府

も カ所あまり候補地として手を挙げ

ている。今回来日したのはその一環とい

う意義もあったが、非常に多くの収穫を

得た。日本の下水道関係者とも交流し、

人のメンバーは、王洪臣教授のほか、

本プロジェクトへの参加を歓迎する。

注：

中国工程院曲久輝院士、清華大学環境学院王

凱軍副院長、清華大学環境学院教授余剛、科

学技術部アジェンダ 管理中心柯兵副主任、

中国科学技術大学化学学院俞漢青教授。

なお文中の全国統計データには台湾、香港、

マカオは含まれない。

（編集・整理 ： 日中経済協会 事業開発部次

長 山本祐子）
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21

6

10

6

50

年に中国の下水道はどうあるべき

（5）
《良好な湖沼生態環
境の保護計画》
（201120 年）

か。昨年、 人の有志による「中国汚水

良好な湖沼とは、水質がⅢ類以上で、飲料水源であるか、生態
系が活動できる湖沼を指す。中国全土には水面積 1k㎡以上の良
好な湖沼が約 2,800 カ所ある。“12・5 計画 ” 期間中、中央財
政は 500 億元を投入して、30 カ所の湖沼の生態環境を保護す
る任務を実施。“ 第 13 次五カ年計画 ” では 1,000 億元を投入
し国内の面積 50k㎡以上の優良生態湖沼を全て保護する予定。
重点を絞り、優先すべき点を選択し、それぞれの湖に適合した
対策をとり、効果評価により管理。

序列の第一は飲料水の安全（絶対確保）
、

（4）
《全国農村環境連片整治
（広域一体整備）工作指
南（試行）》

処理概念廠」専門家委員会を立ち上げ

“12・5 計画 ” 期間中、環保部は
《全国農村環境連片整治工作指南》
を公布、農村の人口密集地区において、飲用水源の保護と住居
環境の質改善を目標に、生活汚染改善、家畜養殖汚染の防止、
工業（鉱業）汚染と土壌汚染の改善を推進し農村環境広域一体
整備により、“ 水源清潔、家園（住環境）清潔、田園清潔 ” 実現
をめざす。“ 以奨促治、厳格考核（奨励による対策促進と審査厳
格化）” の政策を実施。当政策の継続で農村分散型汚水処理施
設の建設を迅速に推進。

第二は需要で、地表水の改善・地下水

現行の “12・5 計画 ” の内容は次のとおり。
・2015 年までに、国家重点水質汚染防止地域を重点的に改善し、
全体で中度の汚染状況を軽度の汚染状況にまで改善、Ⅰ - Ⅲ類
の水質比率を 10％向上し、劣Ⅴ類の水質比率を 10％減少。
・滇池流域は主に流入河川の全体水質を重度汚染から軽度汚染
に改善。
（3）
・遼河、黄河中流上流、巣湖流域の全体水質を中度から軽度汚
《国家重点流域水質汚染
染に改善。
防止地域計画》
・松花江流域の全体水質を軽度汚染から良好な状態へと改善。
・丹江口ダム域及びその上流の全体水質を優良な状態で保持。
・三峡ダム域及びその上流の全体水質を良好な状態で保持。
・淮河、太湖流域の全体水質について、軽度汚染維持を基本に
改善を持続。
・海河流域の重度汚染をある程度緩和。
“ 第 13 次五カ年計画 ” 版はまもなく策定開始。

効率低下を防ぐため、汚水管網の安全

（2）
《省エネ排出削減計画》

ができる水という具体的目標を設定し、

現行の “12・5 計画 ” 版では 15 年の全国の COD の総量規制目
標は 2,347.6 万トンで、10 年の 2,551.7 万トンから 8％減少し、
削減能力が 601 万トン増強。全国のアンモニア態窒素排出総量
は 238 万トンに抑制し、10 年の 264.4 万トンから 10％削減、
削減能力は 69 万トンに増強。この目標は（1）と一致する。 “ 第
13 次五カ年計画 ” 版はまもなく策定開始、現在研究契約書の作
成中。

溢流口に逆流防止装置を付ける必要が

現行の “ 第 13 次五カ年計画 ” 版は 2015 年で終了。 “ 第 13 次
（1）
五カ年計画 ” 版は間もなく策定開始、2016 年 -20 年の具体的
《全国都市汚水処理及び
建設計画について詳細に確定する予定。汚水処理施設建設計画、
再生利用施設建設計画》
汚泥処理施設建設計画、汚水再生利用施設建設計画、汚水収
集管網建設計画 が含まれる。

環保部が各省に下達すること。重点は、

中国下水道事業に関連する主な国の政策・計画

ある。

2020 年に向けた国の関連計画

第2表

市場
改革とビジネスの可能性
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改革とビジネスの可能性

技術士（上下水道部門）

はかなりの資金を投入してきたが、汚

い。それを食い止めるため、中国政府

う水市場の 要素で決まる。人口が多

点は単純である ： 人口＋経済力とい

外国系水企業の水処理市場への着目

設計、調達、現場管理などの体制を形

と、つまり現地の優秀な人材を集め、

ている。中国市場での足場を固めるこ

活用や発展にも海外進出が急務になっ

だし、国内市場の縮小により、技術の

技術の開発・応用に成功してきた。た

ままならない」
。日本企業は数多くの

また、「市場無しでは、技術進歩も

TOT 等の事業手法が多用され、商

特 に 中 国 で は、BOT、BTO、

高めることが重要である。

オーバースペックを削り価格競争力を

想に変え、基本性能を確保しながら、

思想を海外のような「雪中送炭」の発

る。日本のような「錦上添花」の設計

ンでもコストパフォーマンスが必要であ

る。公共事業である以上、オンリーワ

大気・水・土壌など至るところに汚染
が発生しているといっても過言ではな

なぜ中国市場か

技術＝出来高／コスト、すなわち費

重要性

10
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中国水市場

汪兆康

中国の水ビジネス市場と日本企業の対応について

メタウォーター株式会社海外事業部

兆元規模の環境改善投資を用意し、中国がこれから世界一の環境市場となることは間違いない。中国水市場における

染物質の総量が環境負荷を超えたかの

く、経済発展がないところは市場とは

成することは、今後、人口の多い東南

業的に運営される案件が多く、経済的

用対効果のパフォーマンスが要求され

ようで、一向に好転が見えない。

言えず、経済力があっても人口の少な

アジアが経済の発展に伴い市場が形成

な処理プロセスから一般設備まで、トー

る見通しである。

一方日本では、戦後の高度成長期に

いところも、スケールメリットが発揮

される時、進出が容易になる。従って、

タルコスト意識は日本よりも強いため、

模の維持、技術の発展を一層強化する

痛々しい公害が起こったが、社会全体

されず、市場としての魅力が薄い。従っ

中国の水市場は、単純に売り先ではな

技術者のみならず現地調達を熟知する

ために、海外進出は重要な課題になっ

の努力により今のような山紫水明の環

て、現時点の世界において、中国は規

く、アジアの拠点としても捉えること

人材も重要である。

済の発展に伴う都市化の進展、産業化

境に回 復した貴 重な経 験があり、 中

模として一番有力な市場と言っても過

ができる。

てきている。

国環境市場での活躍が期待される。ま

言ではない。 中 国 環 境 産 業の専 門 家

の集結により、環境負荷が圧迫され、

た、日本国内の環境分野、とりわけ水

兆円 ）に達す

％、市場規模は少なくとも年間

15

2

兆 1000 億元（

長期戦略とパートナーシップの

によると、 環 境 市 場の年 成 長 率は

より、市場が縮小しつつあり、企業規

20

20

1

「技術」の再考

環境分野では、人口減・節水技術の発

～

周知のとおり、過去 年間、中国経

日本企業の優位性、および日本企業が参入しやすい分野を分析し、いかなるアプローチで参入すべきかを論考する。

深刻な環境汚染に対応するため、中国政府は、
4

達・生産施設の海外移転などの要因に

30

市場
改革とビジネスの可能性
中国

る。ODA の無い今、中国水市場でど

乗し中国の水市場に進出した経緯があ

入余地が多いと考えられえる。

きか。一般的に下記の分野における参

では、日系水企業はどこを攻めるべ

いだろう。

のようにビジネスを展開するのか、長
（ ）
上水の高度処理分野

日本の水企業の多くは、ODA に便

期的な戦略が必要である。例えば、ヴェ

見受けられる。一般的に、
設備：建設：

モノを売り切るようなビジネス傾向が

営しているが、ほとんどの日系企業は

になりつつある。低濃度有機物除去に

高度浄水プロセスの導入は大きな市場

目にわたり厳しく管理され、浄水場の

ため、水道水の検査項目が 106 項

全国的に水源水質の悪化を改善する

事業＝ ： ：100 といわれ、事業

オリアは中国で 年契約の水事業を運

1

よび設計研究開発センターなど、アジ

ればならない。中国を市場、調達先お

分野を含めた長期的な戦略を立てなけ

（ ）
下水汚泥

セスが大いに期待できる。

使うオゾン処理技術、APO 処理プロ

生物前処理技術、脱臭脱色消毒などに

している。従って、水を地下に圧入し地

下水環境を回復するニーズが高まって

いる。上海では既に数十年前から実行

されている。一方、地下水の汚染処理に

安全な技術が求められている。長期的

なデータや経験を有する日本勢が優位

に立てると確信している。

（ ）
その他、
日本の方が比較的に進んで

いる環境回復、土壌浄化、家電・車のリ

サイクル等の技術はもちろん、鉱産、石

油産業による環境破壊の修復分野にも

大きなビジネスチャンスが期待できる。

「郷にいれば郷に従え」という日中共

には、相互補完、win ︲ win の

１つの方向である。また、事業の成功

る。調査によると 2015 年には、中

泥処理処置は大きな課題になりつつあ

都市部汚水処理率の向上により、汚

活躍の舞台があるはずである。

場よりも中国市場のほうにより多くの

ススキームの構築が重要である。中国

体制の確立、技術の開発およびビジネ

通の諺がある。現地にマッチした事業

パートナーシップの構築も重要なポイ

ンポスト、消化、乾燥、焼却など様々

現状では、コスト順により埋立て、コ

DS ︲ｔ／年に達すると予測される。

チャンスがある。

そこに日本の技術がさらに活用される

水の問題も著しく顕在化してきている。

中国は世界の工場と称され、工業排

ている。中国における処理プロセスや

後は欧米諸国から技術を多く取り入れ

である。改革開放前はソ連から、開放

市場のもう１つの特色は「百花斉放」

な技術が試されてきたが、安全かつ有

（ ）
地下水涵養

「彼を知り己を知れば

日本の強み、自社の強みをリストアッ

効に処理できているのは ％。有効か

万 DS ︲ t ／年（ 年データ）で

ちなみに、日本の下水汚泥の発生量

大量汲み上げにより、年々地下水位が

深刻な水不足となっている。地下水の

の水資源はわずか 110㎥強であり、

津・河北３地区において、一人当たり

中国の華北地区、とりわけ北京・天

あれば、翼を広げて行ける市場であり、

放的であり、技術や事業展開の決意が

がある。中国の水市場は基本的には開

ことが必要であることを認識する必要

く、処理方法も様々な特徴に合わせる

性は異なり、更新周期は日本よりも短

地域的な特徴もあるので、技術の適用

あり、中国汚泥処理市場は日本の十数

下がり、地盤沈下による建物の被害、

百戦殆うからず」

プし、かつ中国市場のニーズ、市場規

つ経済的な処理方法がいまだに確立さ

コントロール能力は決して日本企業に

倍になる計算である。長年培ってきた

成功を収められるところでもある。

企業の資金、運営、技術および案件の

71

08

ば、都市下水の処理において、中国水

負けないほどに成長しているため、日

地面の陥没、農作物の不作などが多発

4
日本の技術は、縮小しつつある日本市

10

設 備は多 様 化し、また国 土が広く、

模、時間軸等を十分に分析し事業分

れていない。

3

野を選別することが重要である。例え

ントである。

（ ）
工業排水処理技術

中国水市場
改革とビジネスの可能性

国の下水汚泥の発生量は 1178 万

2

5

50

アにおける戦略拠点として考えるのも

10

本企業は設備供給以外での参入は難し
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中国水市場

改革とビジネスの可能性

日本企業のチャレンジと課題

水不足や汚染などにより中国には巨大な水市場が存在することはすでに周知のことである。環境先進国である日本の技術と

うした分散型処理施設向けの広域監視シ

アリング技術をベースに、中国の水市場

監視・制御システムや電気・計装システ

してからは、システムの提供のみならず、

ナンスまで中国国内で一貫して展開する

る水処理電気・監視制御システムの提供

監視制御システムは 200 機場以上に

で中国の上下水道施設に納入した電気・

ている。

対して優位性を発揮することを可能とし

の最適化を図り、競合となる中国企業に

12
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その他に、地域に点在する処理場やポ

ンプ場などのプラントの状態を１カ所で

監視することが可能な広域監視システム

は、運営・管理コストの削減と管理の効率

化を図ることができ、年々人件費の上昇

でオペレーションコストの増加に頭を悩ま

せる上下水道事業運営者に提供できる有

効なソリューションの１つである。都市部

GTBE が主力製品としている上下水

ステムの需要が高まることも期待される。

テムエンジニアリングで上下水道分野での

に合わせて独自に開発。単にオペレーショ

装設備、監視制御設備をコアにしたシス

実績を培い、日本のこの分野ではトップク

プラントのノウハウを活かした上下水道

ンを自動化させるだけでなく、上下水道
GTBE は、①上下水道プラント向

また、システムエンジニアリング技術

事業全体の運営・管理を考慮したシステ

リング（プラントの設計、機器調達、据

だけではなく、品質、生産効率の面にお

け電気・監視制御システムの設計、製造、

付、調整）
、③ビルや施設・工場などの

いても日本ならではの管理方法を導入し、

ム構築が可能だ。

電気設備、監視制御システムの設計、製

設計・製造・据付調整・アフターメンテ

販売、工事、②水処理設備のエンジニア

造、販売、工事、保守、これら つの事
業を中心に中国でビジネスを展開してき

ことで、コスト面においても中国市場で

を事業の柱とする現地法人「広州東芝白

拡大し、中国のユーザーから高い評価を

「広州東芝白雲自動化系統有限公司」
（GTBE）

ラスのシェアを有している。

2

40

た。今年で設立 年目になるが、これま

3

横山詠一
杉原次郎

における大規模な集中型上下水道施設だ

けではなく、これから建設が進む地方や

農村部においては中小規模の施設を分散

スを展開している。電機メーカーとして

道向け電気・監視制御システムは、東芝

また 年程前に建設ライセンスを取得

した形で設置されることが見込まれ、こ

水事業に携わって約 年、電気設備、計

が日本で長年培ってきたシステムエンジニ

受けている。

ノウハウは、安全かつきれいで安心に使用できる水を生み出すのに活用できると中国からも大いに期待されている。本号では、

水・環境システム海外営業部海外営業第二担当グループ長
水・環境システム海外営業部海外営業第二担当主務

広東省に設立し、中国における水ビジネ

中国水市場に挑む日本企業 9 社のビジネスアプローチを紹介する。

株式会社東芝コミュニティ・ソリューション社

2004 年、東芝は上下水道におけ

独自の技術で安全かつ高効率な
「省エネルギーソリューション」
を提供

雲自動化系統有限公司」
（GTBE）を

10

日本企業のチャレンジと課題

上下水道インフラでは、１つひとつの設

EPC も手掛けるようになっている。

水道プラントや工場廃水処理プラントの

ムのインテグレーションを強みとした上下

のように水処理のプロセスを把握した上

した企業は多くないことから、GTBE

中国では水の電気・制御システムに特化

共にコストパフォーマンスが重視される。

与えることから、イニシャル・ランニング

らえる PR、提案活動に、さらに力を

ないシステムの違いを顧客に評価しても

ただき理解してもらうことで。目に見え

実際に施工実績や現場を顧客に見てい

伝えるかが難しい点である。そのため、

でプラントをパッケジーとしてカバーし、

定的に機能することが重要である。そこ

他企業と差異化を図ることを可能として

持ったソリューションを提供できることは、

で信頼性が高く安定的でかつ省エネ性を

洪 水 被 害 や CSO（

中国の大都市では局所集中豪雨による

展望・期待

注いでいきたいと考えている。

備が連なりあうことでプラント全体が安

トータル的な制御を構築することで、プ
いる。

せることを可能とする。更には電機メー

w
o
l
f
r
e
v
O

建設ライセンス取得の問題は設立当

降雨量が多く浸水被害が度々発生してい

高まりつつある。特に中国南部の広州では

）等の雨水排水対策への関心が

r
e
w
e
S
d
e
n
i
b
m
o
C

カーとしての強みを発揮した省エネ性が
高くかつ信頼性の高い制御を提供してい

時からの課題であった。特に第 次五カ

建設・管理を行う民間事業会社が多くを

GTBE の顧 客は上 下 水 道の運 営・

浴び水ビジネス関連企業が急増したこ

年計画以降、水環境ビジネスが注目を

問題も深刻化している。これらの課題に対

る。また、合流式下水道のため CSO の

当社が手掛ける水処理ビジネスは、水

処 理 施 設の建 設 を 請 け 負 う EPC 事

し、現在政府は貯留管や合流改善等のイ

業、処理場の投資・建設・運営を行う

ともあって、建設ライセンス取得までに

対策技術を活用した新たなシステム・ソ

BOT

占めており、プラントが故障し適切な処

リューションが課題解決に役立つものと確

供給・料金回収から施設の拡張・改修

ともあり、顧客との普段からのコミュニ

いないのに電気設備の出荷指示が出るこ

トである。まだ機械設備が設置されて

は、プラント工事資格を活かした EPC

水道プラントの新設・拡張市場において

また、地方の工業園区や農村部の上下

1990 年代後半にヴェオリア社（フラ

では BOT 事業を中心に展開している。

ルサービス事業）に大別されるが、中国

つ設計思想に基づき正しく作動するこ

の顧客要求品質、価格を満足させ、且

また、GTBE のシステムは、現地

（本稿は 年 月 日に行ったインタビューを日

ることを期待している。

向性や財政的処置などが早急に策定され

その他、汚泥処理に関しては対策の方

有限公司（安徽国禎）
」に ％出資し、

処理企業「安徽国禎環保節能科技股份

となり、2009 年には中国の民間下水

案件を受注した事が中国市場進出の契機

ケーションが欠かせない。

ンス）と共同で成都第六浄水場 BOT

注１

事 業、 水 道ユーザーへの上 水

信しており GTBE への技術導入および

投資等を含む水コンセッション事業（フ

ンフラ整備を計画中で、東芝の雨水排水

環境インフラプロジェクト部部長代理

事業展開を推進していく。

時間を要したが、設立から 年目に取

塩沢祥
武居俊樹

環境インフラプロジェクト部部長代理

中国各地で下水処理 BOT 事業を展開

30

ることもポイントである。

中国でのビジネス展開における課題

ラントそのものが適切に安定的に稼働さ

GTBE 納入機場例（広州市内）

理ができなくなると収益に大きな影響を

得することができ、事業の幅を広げるこ
とが可能となった。
建設工期は日本よりも短く、プラン

丸紅株式会社
事業も拡大・推進していく計画。

トを納入するタイミングも重要なポイン

BOT 事業を通じた下水処理
マーケットへの参入

日本企業のチャレンジと課題

とが最大の強みであるが、一方でそれが

3

3

中経済協会が編集したものです）
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顧客のメリットにつながることをいかに
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いる下水処理場は BOT 等の投資案件

ナーシップを検討したものの、多くが当

処理企業も含め相当数の企業とのパート

提携を目指す事となった。国有の大手水

の処理能力だったのが、現在は約 倍強

社資本参加時は日量 100 万トンほど

260 万トンの下水処理能力を持つ。当

ている処理場が 案件あり、合計で日量

だけでなく、当社のノウハウを活用した

独ではこの処理水量の達成は困難であっ

力は日量 万トン近くにのぼり、当社単

ては、価格差がネックとなり厳しい印象

を受ける。日本製の機器は中国メーカー

の製品に比べて価格が数倍高い。通常、

地方政府が建設する上下水処理施設向け

の設備は競争入札となり価格面が重視さ

れるため、日本企業が持つ技術面での優

位性をどう発揮するのか、難しいところ

である。

展望・期待

安 徽 国 禎の事 業 規 模は拡 大している

が、国有大手水処理企業と比較すると拡

大のスピードが遅い事は否めない。さら

マインドによる所が大であり、下水処理

るが、最後は地方政府の契約履行能力・

が重要となる。契約書の中身は精査出来

つ地方政府がこれらの約定を順守する事

関連契約書にルール化されている事、か

で当社が関与する下水処理施設への技術

ション能力を活かして、アジア・中東等

例えば安徽国禎の下水処理施設オペレー

事業との

新たな展開として、安徽国禎と当社の他

IPO を含め対応を検討している。また、

なる成長に必要な資金を調達するため、

場 BOT 事業への投資は地方政府のリス

人員派遣等を検討している。

安徽国禎が運営する合肥経済開発区下水処理場（処理能力 20
万トン／日）

クを取ることだとも言える。また、マー

争は益々激化しつつある。両者の間で公

級都市を含む地方都市に移るに従い、競

いるが、下水処理事業のフロンティアが県

国有大手水処理企業との競争に晒されて

理事業者は資金力が豊富で政治力もある

ケット環境について言えば、民間の下水処

在は中国国内の事業拡大に手一杯の状態

理ノウハウが蓄積される。安徽国禎も現

中国の下水処理企業には今後も多くの処

より厳しい基準が適用されつつあるので、

レベルであり、環境汚染の悪化に応じて

中国の下水処理基準は日本と遜色ない

いる。

市場での事業展開（走出去）を期待して

だが、将来的には当社と手を携えて海外

日本製の水処理設備の中国参入に関し

なってきていると感じる。

平な競争が成立するような工夫が必要に

を模索しており、

n
o
i
t
a
r
o
b
a
l
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o
C

経営管理の改善や日本の下水処理技術導

中国でのビジネス展開における課題

たと思う。

加に至った。
安 徽 国 禎は、 下 水 処 理 設 備の製 造・

下水処理場 BOT 事業では、事業の
採算性を担保するための最低保証水量、

販 売、EPC 事 業、BOT 事 業 を 行
う総合下水処理企業として中国国内で

インフレに伴う下水処理料金の調整等が

14
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する同社の経営に参画している。
前述の成都浄水場 BOT 事業は中国
で最初の浄水場 BOT 案件であり、後
続案件の受注が期待されたが、結局、中
国では浄水場の BOT による民営化は
普及することなく、むしろ 2000 年
代中頃より下水処理場を民営化する手
段として BOT が採用されるようにな
り、現在では多くの下水処理場 BOT
案件が実施されている。この状況に対し、
当初、当社は自社単独での下水処理場
マーケットへの進出を模索したが、小規
模案件が多数存在するというマーケット

拡大が難しいとの結論に至り、マーケッ

が 案件、地方政府から運営を受託し

状況に鑑み、単独では速やかな事業規模

トでの実績・知見を持つパートナーとの

社の出資は認めても経営への参画を認め

％なので、当社に帰属する下水処理能

2

入等についても方向性が一致し、資本参

80

が、安徽国禎とは、当社の出資受け入れ

以上に拡大している。当社の出資比率は

31

ないなど、なかなか条件が合わなかった

30

30

はトップ に入る企業である。運営して
10

塩沢氏（左）、武居氏（右）
（丸紅株式会社本社にて）

市場
改革とビジネスの可能性

注１：BOT
（

；建設

運営 譲渡）
。プロジェクト事業主体が、
政府

2007 年に中国太湖でアオコが大量
発生し、翌年に小規模な浄化試験を実施
した。 年に独立行政法人新エネルギー・

資を回収した後、
政府
（自治体）
施設を委譲する

施設を建設、
完工後に一定期間運営・管理して投

（自治体）
との契約に基づき自ら資金調達して

発事業として、中国国家発展改革委員会

ト」として受諾、 年には、日中共同開

ゾン処理による中国湖沼浄化プロジェク

産業技術総合開発機構（NEDO）の「オ

－

（NDRC）と NEDO が覚書を締結し、
昆明市滇池で大規模な実証試験を開始し
た。 年に試験事業が終了し、現在は商

件を受注すべく活動している。
昆明市滇池は中国の 大汚染湖の１つ

候であり、アオコの繁殖には最適な環境で

とである。また、滇池は１年中温暖な気

質が滇池に多量に流入するようになったこ

COD、窒素、リンといった富栄養化物

し、さらにリン鉱山に隣接しているため、

盛んであり、それらの排水が滇池に流入

および工場の増加に加え、農業が非常に

番深刻である。滇池の汚染原因は、人口

であり（滇池、太湖、巢湖）
、汚染が一

作る農場（野菜、果物、コーヒー等）が

培農法に注力して付加価値の高い作物を

を達成した。雲南省では、近年、有機栽

堆肥化し、
中国の堆肥基準（NY 525）

リンが含まれているので有効利用するため

できる。回収したアオコの残骸は窒素と

をする。その結果、アオコの発生を防止

さらに自然浄化能力を回復させ水質改善

泥からの富栄養化物質の溶出が抑制され、

とにより、湖底が好気的な環境になり底

回収した後の処理水を湖沼に放流するこ

濃度の酸素が含有され、アオコの残骸を

濃縮海水（海淡ブライン）を塩田へ供給

削減。さらに、海水淡水化により生じる

単位生産量当たりのエネルギー消費量を

のエネルギー回収装置などの導入により、

いう点である。大型化に加えて、高効率

このプラントの特徴は、環境配慮型と

トなどに供給している。

製品の工業用水を現地の石油化学プラン

る。設備能力は、日量 万㎥（トン）で、

大港地区にて海水淡水化事業を行ってい

社と共同（出資 ％対 ％）で、天津市

天津市における海水淡水化事業

あったことから、
アオコの大量発生に繋がっ

増えている。また、実証試験による生態

することで排水を有効活用している。さ

浮上させ回収する。オゾン処理水には高

当社は、福岡のベンチャー企業が開発し

系への悪影響はなく、水質をⅤ類からⅢ

らに、発電所の冷却用温排水を原水にす

-

50

09

高い水温の原水を確保し、低水温による

10

50

年からシンガポールのハイフラックス

た NAC システムを使用し滇池湖沼浄化

相当にまで改善したことで、生物多

た。

に取り組んでいる。技術の概要は、まず

類

ることで、冬季の低温時にも海水よりも

雲南省昆明市滇池湖沼浄化
プロジェクト

オゾンでアオコの細胞を破壊し死滅させ、

様性が増しさらに水の浄化が進む試験結

注１

当社の中国における水事業は湖沼浄化

アオコ毒素を無害化し、凝集剤を加えた

藤波 貢
笹原 勉

事業と海水淡水化事業があり、まず湖沼

事業推進プロジェクト本部電力・水事業推進部部長代行

果を得た。

日揮株式会社

後、マイクロバブルによりアオコの残骸を

岩瀬英明

（本稿は 年 月 日に行ったインタビューを日
6

湖沼浄化、海水淡水化からの
アプローチ

10

業化への本格取組が開始され、第一号案

12

3

中経済協会が編集したものです）

第 3 プロジェクト本部新事業プロジェクト部 安藤 裕

14

開発方式。

－

日本企業のチャレンジと課題
浄化事業について紹介する。
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NEDO 事業【滇池実証試験】
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中国

営業本部中国・環境事業開発部部長代行

営業本部中国・環境事業開発部マネージャー
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いと思う。

課題

しても、水処理には一定の費用がかかる。

企業が必要な費用を回収し合理的な利益

を得られるような制度を、政府と協力し

施には、①滇池のような極度に汚染して

る。当社は、このような地域での石油・

東や北アフリカにもマーケットを広げてい

ていないので、まだビジネスにつながるま

果への対価制度を構築したが、運用され

商業化については、昆明市政府は処理成

を上げることで、実績を出すことが先決

くして、臭いをなくし、観光資源の価値

題であるアオコを取り除き、見た目を良

南省政府が期待している滇池で喫緊の課

期待

ガス関連の大型工事の経験が豊富であり、

でには至ってない。これは、環境浄化に対

の設備を使用して水がきれいになり、中

しています。同時に、都市部では人口増

の進展により、水の使用量が急激に増加

である。また飲料水として使えなかった

海水淡水化では、マーケットがな

国パートナーも儲かることできればベスト

加により水需要が急増する一方、北部で

するコストが認知されていないこと、

かなか広がらないことが課題である。

である。中国パートナーと一緒に中国の水

場所が飲料水として使えるようになれば、

原因は海水淡水化による造水コスト

の理解を得られておらず、海水淡水

水淡水化による水価格は、まだ市民

国の現在の水道料金を考えると、海

価格を提示してもらい、その価格をもって

ろう。当社の事業では、政府から海淡水

定されると、ビジネスがスムーズに進むだ

海水淡水化では、公的価格が政府で決

理膜を用いた海水淡水化や下廃水の再利

精度の水質制御と高速処理が可能な水処

を浄化・造水する水処理技術の中で、高

こうした状況の中、各種の水源から水

化で市民用の生活用水をまかなうこ

客先と価格交渉をしている。

用への需要が高まっています。
する国もあるが、中国ではそのよう

な水質

注１：Ⅲ類：飲料水の取水源として使用可能

理膜を全種類保有しており、中でも淡水

東レは、独自技術による高機能な水処
な体制になっていないため、マーケッ

化や再利用といった造水に必須な逆浸透
3

5

中経済協会が編集したものです）

（RO）膜を中国市場に向けて展開してき

（本稿は 年 月 日に行ったインタビューを日

広げれば、水道料金を補助金で支援

とは経済的に難しい。世界に視野を

面で水の供給不足問題が起きています。

は干ばつの影響などにより、あらゆる場

および制度の運用体制が整ってない

水処理事業部門

中国では、高い経済成長に伴う工業化

東レ株式会社
をきれいにしたいと思う。

そこに政府が財源を設けるだろう。当社

水処理膜の中国展開
―藍星グループとの合弁を
通じて

が比較的高いことが挙げられる。中

ことが大きな要因と考えられる。

日本企業のチャレンジと課題

トそのものが広がりにくいと考える。
湖沼浄化にしても、海水淡水化に

14

16
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造水能力低下を最小限にしている。
日本には、海水淡水化の高い要素技術
はあるものの、大規模な海水淡水化プラ

ラント建設そのものはあまり一般化され
いる湖沼に対して当該技術の効果がある

ながら構築できれば、ビジネスモデルが

ていない。ハイフラック社は、日本の逆浸
かどうか、②商業化が可能かどうか、と

湖沼浄化プロジェクトでは、対価制度の

昆明市滇池湖沼浄化プロジェクトの実

透膜などを導入し、シンガポールで大型
いう２つの課題があった。技術については、

運用整備を加速するためにも、まずは雲

ントは カ所（沖縄、福岡）だけで、プ

海水淡水化プラントを建設した。これを
実証試験において処理効果が証明された。

出来上がるのではないかと思う。

足掛かりに、市場の成長が期待できる中

2

今後、造水ビジネスの拡大を狙っていきた

NAC システム技術

東レ RO 膜エレメント ” ロメンブラ ®” の中国主要受注案件
第１図

市場
改革とビジネスの可能性
中国

資本金： 3,500 万 US ドル ( 約 35 億円 )

ました。そして、2009
年 月にはより急増する水
需要に応えるべく、中国藍
星（集団 ）股份有限公司と
合弁で、海外企業としては
初となる RO 膜の製膜およ
びエレメント生産を行う「藍
星東麗膜科技（北京）有限
公司」
（略称：TBMC）を
設立し、本格的に稼働を開
始しました。これにより安

万㎥／日レベルの海

定した製品供給体制を確立
し、

水淡水化プラント向けを始

（３）建設会社（詳細設計、部品調達お

よび工事施工）

インフラならびにユーティリティー関連

分野は、中国の経済動向に大きく左右さ

れる傾向があり、2012 年～ 年では、

トワークを活かして、RO 膜をはじめ保

術と藍星グループが持つ強力な販売ネッ

今後も、東レが培った高度な水処理技

業界における排水再利用が売上の大半を

る海水淡水化、鉄鋼業界および石炭化工

ロジェクトが大半を占める。発電所におけ

占め、各官公庁関連の中～大型規模のプ

よび排水再利用）の用途が売上の過半数を

当社では、ユーティリティー関連（造水お

が顕在化し、社会問題化しているなか、

化しつつある。大気汚染、排水問題など

また、中国を取り巻く環境問題が深刻

が少なくなり、汎用品化が進行している。

いる。メーカーにおける技術的差別要因

カーとの価格競争が一段と激しさを増して

きました。
（第１図）

有する全種類の膜により、中国における

現在当社では、経済性を備えた実用化レ

およびプラント建設会社とのアライアンス

ベルをめざし、技術的課題を検討してい

受注活動を展開している。

を取ることにより、協同開発をすること

つのプレーヤーにアプローチしながら、当

（１）エンドユーザー（最終的な需要家）

も有効な手段となりえるが、現状では取

り組みが深化していない。

（２）設計院（基本仕様の決定、メーカー

る。逆浸透膜メーカーならびに、設計院

プレーヤーが存在し、当社はそれぞれ

これらを解決できるテクノロジーには需

い件数が低下する傾向が続き、競合メー

政府関連の新規プロジェクトの引き合

価格競争と技術革新

フォリオの改善を行っている。

以外の業界や市場に注力し、製品ポート

促進し、インフラ、ユーティリティー関連

しては、新市場・新用途への受注活動を

受注環境が一時的に冷え込んだ。当社と

プロジェクトの凍結や遅延などが起こり、

13

占め、最重要分野として位置づけられる。

日東電工 ( 上海松江）有限公司

水処理膜事業の拡大を目指します。

深刻な排水問題に取り組む
―海水淡水化と排水再利用事業

社製品のスペックイン（設備の提案）活動、

3

ント向けに多数の RO 膜納入を果たして

堀川幸裕
分離膜営業本部本部長

7

10

2009 年 7 月 17 日
設立：

め、数万㎥／日クラスの大型水処理プラ

所在地： 北京市順義区天竺空港工業区 B 区安祥大街 5 号

要が見込まれる。排水処理などについて、

日本企業のチャレンジと課題
選定）
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事業概要：水処理膜製品の製造・販売・応用開発・技術サービス

ほとんどのプロジェクトには、３つのキー
逆浸透（RO）膜「ロメンブラ」

TBMC 社概要
Copyright 2014 Toray Industries, Inc. All Rights Reserved
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技術的な優位性とサービスによる
差別化

海水淡水化分野では、RO 膜に通す

の膜が導入されている。

2004 年の上海駐在事務所設立からス

前処理で当社の UF、MF 膜が使用さ

る。水事業における本格的な中国進出は、

ニカルサービスにも注力し、差別化を図っ

タート。現在では、杭州に現地法人「旭

れている。実績については、浙江省温州

国家主導で開発・導入するような動きが

における下水、工場排水のリサイクルに

民需関連では、中国での人件費が高騰

ことが圧倒的に多い。しかし、自来水の

や砂ろ過といった従来技術で実施される

の処理方法としては膜ではなく凝集沈殿

地方政府も含む。受注方法は案件により

水・汚水処理場など、中国の国有企業や

ザーは発電所、製鉄所、化学企業、自来

どが中国の現地企業であり、エンドユー

当社は UF、MF 膜を製造し、主に

している中、各企業では、ランニングコス

水質基準が厳しくなってきているため、

異なる。例えば発電所案件では、発電所

当社の膜が活用されている。

トの低減を求める動きが強くある。また、

徐々に膜設備が中国国内にも浸透しつつ

建設会社がプロジェクトオーナーとして、

ト低減と本業に集中する動きがでてきて

く、外部専門業者へ委託するなど、コス

水処理の運行管理を自社で行うのではな

ある。工場用水の精製でも、火力発電所、

EPC 企業の入札を募集する。入札する

EPC 企業のうち 社が当社の膜を使

用する場合もあれば、全社が当社の膜を

使用して入札する場合もある。EPC 企

業が各プロジェクトに合った性能と価格の

ものを複数の膜メーカーから選択する場

合もあれば、どんなプロジェクトでも当社

の膜を使用する企業もある。また、エン

ドユーザーがプロジェクトに合った膜のス

ペックを指定する場合もある。

当社の優位性は耐久性と信頼性。膜は

長年使用すると、目詰まりや膜が切れて

18
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存顧客（潜在的な顧客も含む）へのテク

ていく必要があると考えている。

化成分離膜装置（杭州）有限公司」を

膜メーカーを筆頭にハイテク技術を持つ環
必要である。シンガポール政府が積極的

①海水、川、地下水などの水をきれいに

当社は膜モジュール（中空糸が入った

最後に、中国における環境問題解決は

市における火力発電所ボイラー補給水精

境関連の中資企業が優遇されると予測し
に進めていたように、海外の先端企業の

して使用できる水をつくる、②下水、排

円筒状のものを組み込んだ設備）を製造

既存市場では、中国の国産逆浸透膜

年に設立し、膜モジュールの組立、販売、

ている。政府関連案件については、中国
R&D 部門を誘致し、中国国内での研究

水のリサイクルの用途で使用される。ま

し、現地の水処理工程公司（EPC）企

急務であり、世界に先駆けた最新技術を

現地メーカーが優位に進めるようになる
開発を国が補助しながら、知的財産保護

ず、
上水処理に関して。中国の自来水（上

業に販売している。EPC 企業はほとん

メーカーが台頭し、国策として、逆浸透

可能性があり、外資系メーカーは、技術

とともに推進し、積極的に新しい技術を

水）は川や地下水を使う場合が多く、そ

製などの事例がある。また、中国の北部

的な優位性、品質、製品力が、キーとな

導入していくことを期待している。

テクニカルサービスを行っている。

る見通しである。

06

製鉄所、石油化学プラントなどでも当社

年を占 め

1

いる。当社では、造水コストを下げるこ

きれいな水を届けたい
―膜設備による上水処理

当社の膜ビジネスは約 年の歴史があ

日本企業のチャレンジと課題

り、 水 用 途の膜はその後 半

麻薙氏（旭化成ケミカルズ株式会社本社にて）

麻薙幸雄
膜・水処理事業部マイクローザ営業部長

20

とができるような

旭化成ケミカルズ株式会社
40

ソリューションと既

当社のＲＯ膜「SWC5 MAX」
2007 年に日経新聞社の日経優秀製
品・サービス賞で最優秀賞に選ばれ
た製品 (SWC5) を、さらに搭載膜面
積を10％増加。膜本数低減によるプ
ラント建設のコスト低減および設置面
積の減少を可能にした。

くとも ～ 年の長期間に渡り運転され

る品質が求められる。水処理設備は少な

きれいな水が長期かつ安定して取水でき

浄化効果が薄れる問題が発生する。常に

えている。

場における評判を勝ち取るポイントと考

トもきちんとすることが、当社の中国市

の洗浄方法などを提案し、アフターサポー

を当社が投資・建設・運営し、リサイク

の工場排水をリサイクルするための設備

ている。主として蘇州市にある日系企業

と称する工場排水リサイクル事業を行っ

膜の耐久性と信頼性に基づくランニング

るため、膜設備の初期投資額だけでなく

でも北京オリンピック直前から導入が進

ついてだが、その技術的特徴から、中国

また、MBR（膜分離活性汚泥法）に

かが今後の事業展開のカギとなる。 年

また、中国上水市場にいかに食い込む

うな事業の推進を図っている。

ル処理後の水をその企業が購入。このよ

コストが重視されつつある。その点で中国
み、今後も伸びると予想している。ただ、

月までに中国全土で 250 カ所のプラ

膜の業界では、競合メーカーが多数あ

界的に共通する悩みである。MBR を市

果がでない。これは、中国だけでなく世

膜を納入しても運転の仕方を間違うと効

州清泰自来水場」は、 年に稼働し日量

おける当社最大の自来水事例である「杭

ントに、当社のモジュールを納品。中国に

ベルアップだけでなく国際標準化も検討

り、新規参入も非常に増えている。日本、

産メーカーの技術も上がりつつあるため、
され始めている。

け膜ビジネスに対してマーケットの期待

展望・期待

万トンの処理能力を持つ。

さらに、当社は中国における社会活動

にも貢献している。 年に旭化成水環保

小山哲司

甘粛省で土石流が発生した際に、当社の

などを行っている。また社会貢献の一環で、

啓蒙の実施、社会貢献活動に対する助成

本格的中国で販促を開始し、ちょうど中

の中心となっている。2010 年頃から、

度が高く、中国を含めたグローバル展開

組もうという時期と重なった。

資金が必要である。当社は中国の水環境

あるが、それを実現するためには多額の

が厳しくなり始め、制度改革が進みつつ

セルロース）を原料にした中空糸膜を利

異なる。天然素材由来の CTA（三酢酸

「ホロセップ」は材質・形状ともに他社と

のメーカーが中心であるが、東洋紡績製の

海水淡水化用 RO 膜は、米国と日本

整備に、自社の技術で貢献できる用意を

いのが特徴。また、安定して淡水が採れ

用しており、微生物汚染への耐用性が高
待する。

整え、中国の改革が粛々と進むことに期

中国では、排水規制や水道水質の基準

供給支援に貢献した。

国でも行政が海水淡水化に本格的に取り

東洋紡の海水淡水化用 RO 膜は認知

東洋紡エンジニアリング株式会社

膜が入ったコンテナを提供し、飲み水の

基金を設立し、青少年の環境保全教育・

RO 膜による海水淡水化
―安価でかつ安定して淡水を
生み出す

かつ寿命も長いため、ランニングコストが
5

競争が一層激しくなってきている。それだ

場により一層普及させるために、技術のレ

設備の設計や運転管理が重要で、優秀な

13

欧州、米国などの輸入膜以外に、中国国

課題

企業から高い評価を得られつつある。

10

も大きい。プラントの初期設計の段階で、

13

09

日本企業のチャレンジと課題

相当抑えることが可能。天然素材なので
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4

（本稿は 年 月 日に行ったインタビューを日
3

現在当社は、新たに水フロンティア事業

上水道における膜モジュールの使用

海外事業本部海外営業第２部長

5

実際の水処理現場に合った運転方法や膜

杭州清泰自来水場の外観

30

中経済協会が編集したものです）

14

市場
改革とビジネスの可能性
中国
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がある」という 要素が必要。中国は水

は現地のコンストラクターや販売代理店

るわけだが、時として方針は変わること

展望・期待

める方針を取っているようだ。ただし、合

入もやむを得ず、それ以外は国産化を進

はコアである膜および電力節約装置の輸

供込みのビジネスが歓迎さていたが、最近

国産化を目指している。以前は、技術提

現在、中国政府は海水淡水化用装置の

また、中国ではトライ＆エラーの習慣が

政府から補助金を受け取ることが可能だ。

小規模な施設でも、実績があれば中国

ままソーダ工場や塩田で活用されている。

品を使用しないため、分離した塩分をその

が作れない。
「ホロセップ」は有害な化学薬

水とともに排出されるため、安全な食塩

課題

模では、現地工場や合弁企業の設立まで

弁会社の場合、技術が純日本製だとして

あり、アライアンスを組む際、商品・技

が足りないうえ、近年はインフラ整備を

には至らす、日本をベースに中国沿海部

も国産品とみなされず、内製化比率の中に

術だけでなく、プランニングおよびコンス

東洋紡エンジニアリングはそれをエンジニ

膜自体は東洋紡績で製造しているが、

人脈が重要である。

顧客は政府あるいは大型国有企業のため、

は、工業用水や都市圏の上水など様々で、

で販促活動を展開。中国での淡水の用途

含まれない事例があるので注意が必要だ。

アリング化しプラントとして受注したり、

中国への進出にあたって、メリットやリス

トラクトの運営管理等のソフト面において

リュームが小さく割に合わない。すでに進

クを十分に確認することが大切だ。現地

メーカーとしても、心臓部である技術提

装置類を製造している。中国ではハイテク

出している膜メーカーは、ニーズのあるほ

で合弁企業設立をしないのであれば、日本

も協力できるかどうかを重視する。

かの汚水処理と合わせて取り組んでいる。

供をして合弁会社を設立しても、市場ボ

商品の単品販売は難しく、使用可能な状
態にパッケージ化することで、初めてビジ
ネスが成立する。外資企業による独資で
の公共事業は規制されているため、当社

20
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土中廃棄ができ、環境問題も起こさない。

200 数十万トンを目標としている。海

があり、必ずしも市場原理でプロジェクト

化の重点地域が変更となった事例もある。

水淡水化による淡水は高価であるため、

とアライアンスを組み、技術支援と膜提

価格については、中国製を含む他メー

支払能力が重要となる。中国の都会や工

微生物汚染が深刻である中国沿海部や中

海 水 淡 水 化はいずれ新しい水 源にな

カーより高価であるが、それ以上のメリッ

業区における河川水源の水価格が上昇し

が決まるわけではないことを承知しておか

トがあると評価され、コストパフォーマン

ているが、当社の CTA 中空繊維 RO

供を同時に行っている。それにより、コン

スでは十分競争力がある。また、適切な

膜は、それよりも大幅に安価でかつ安定

東の閉鎖海域等では優位性を発揮する。

計 画で、

市場開拓をしていくうえで、日本と比

現地パートナーを見つけることは難しい

的に運 転が可 能であることを各 地ユー

る だ ろ う。 中 国 政 府 は ・

目的に中央政府・地方政府の購買力が強
べると政府の指導や許認可への対応が難し

が、こちらから教育・指導・サポートを

ザー先で確認されている。

なければならない。最近では、海水淡水

まっている。
「ホロセップ」は中国の水質で

く、長期化することもあり、時間の見通

すれば、すぐ対応できるレベルにあるエン

海水淡水化用 RO 膜で淡水を分離した

プリートなパッケージ商品を提供できる。

も活用できることから、中東に続き大規

しが立てにくい。また、ビジネス対象が

ジニアリング会社や設計院が中国にはあ

濃縮塩水は、ソーダ工場や塩田で再利用

今後ソフト込みをいかに普及させるかが

模市場になると考えている。

公共事業であるため、お金とプロジェクト

る。日中双方の良いところを認め合い、ア

している。プラントで膜洗浄剤や各種化学

であり、かつ「河川の水をそのまま飲むよ

現在、海水淡水化はまだ数十万トンの

の入札が決まるまでの数年間、企業とし

ウェーに出ている日本側が配慮することも

課題だが、手応えも感じている。

小さいマーケットであるが、中国政府が海

ては中央政府の方針、地方政府のプラン

りコストがかかるが、それを購買する力

水淡水化を推進しており、200 数十万

薬品を使用する方法では、薬品が濃縮塩

5

大切だと思う。

12

をにらみながら、情報収集や販促を進め

海水淡水化が採用されるには、水不足

首鋼京唐鋼鉄連合有限責任公司と共同で評価テストを実施

トンまでを目標としている。この市場規

2

をベースにしながら、どうすればスムーズ

去技術、一括運転管理サービスなど。

ケミカルの最小化、高効率な COD 除

RO 濃縮水の COD は RO により濃縮

ことにより UF、RO を保護している。

されているが、連続活性炭により放流基

準 COD100ppm を達成している。

べて自来水水槽に溜めることで、節水型

ケースを紹介する。回収した処理水はす

排水処理水に排水回収設備を導入した

に対応している。ある自動車会社の総合

各工場が抱えている諸問題や新しい規制

転管理までの総合的なサービスを行い、

ルにすることが可能。

工業薬品の使用量を削減し設備をシンプ

ている。この薬品を使用することによって、

れる有機物や金属類による汚染を防止し

散剤 TN560 を注入し、排水に含ま

およびスケール（炭酸カルシウム等）分

ROの運転には生菌防止剤 K5030

② RO 設備の稼働状況

工場を達成し、排水原水量は 3000

また、当社は水回収設備の導入から運

自動車工場の排水回収設備の実例

にマーケットインできるかを考えなければ
ならない。いま東洋紡はグループ一体で中
国事業を展開しているが、一番先頭を走っ
ているのが東洋紡エンジニアリングであり、
つの成功例になればいいと考える。

（本稿は 年 月 日に行ったインタビューを日

相矛盾するニーズに応えられるような提

００ ／ に対して、RO 処理水は ～

RO 入口の導電率が約２０００～３０
～ 5000㎥／日規模である。

UF、RO の 閉 塞 防 止 や

ることによって効率的な COD を行い、

この回収設備は連続活性炭を導入す

案を提供している。その実例をいくつか
紹介したい。

現在の水回収設備の問題点

に対応した設備である。ま

RO 濃縮水の COD 規制

の多くが以下の問題に直面している。

た、 設 備 納 入 後の運 転 サ

一般的に排水回収を実施している顧客

・新規工場建設の許可取得の際に、政府

ポ ー ト や 水 質 分 析 な どの

100 ／ となっており、年間を通じて

2基

37m

から排水回収を条件提起されることが多

88 本／基

超低圧 RO 膜

サービスにより安定した運
転を実現。

2基

RO 設備

い。
・設備投資、運転コストが大きい。

① RO 前 処 理としての連
続活性炭の処理状況
総 合 排 水 処 理（ 生 物 処

30

32 本／基

2

大容量型 UF 膜 40m

2

UF 設備

台数

仕様

項目

・排水回収設備を稼働できる人材が少な
い。
・水を回収する一方で、排出される濃縮水

理）された排水の COD は
概略 ～ ppm、連続活
性炭にて処理した COD は

cm

cm

中経済協会が編集したものです）

中国では社会の発展とともに各地の水

当社は、このような問題を少しでも解

の処理がなされていないことが多い。

いる。その中で当社は純水、排水、回収

決していくため、設備の合理化や運転委

不足および環境汚染が深刻となってきて

設備外観

技術を駆使し、中国の工業汚水に対する

～ ppm 程度に推移し
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栗田工業（蘇州）水処理有限公司

託の提案を行っている。例えば、シンプル

ている。COD を低減する

（注）2008 年 12 月より稼働を開始し、約５年稼働している。

uS

uS

4

排水回収に取り組み、水の回収とともに

40

2基

φ 2600mm ｘ高さ 10m

連続活性炭

30

20

3

工業汚水における
排水回収処理

なシステム構成、RO 薬品の開発と使用

10

小林達也
営業部経理

14

1

日本企業のチャレンジと課題
濃縮された排水の放流規制の順守という

回収フロー
第１図

市場
改革とビジネスの可能性
中国
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く、価格重視の考えで納入され、結

遵守意識が不足しているケースも多

取水量を倍以上にする実例は、水不足を

戸にラジアルスクリーンの取り付けにより

ねらった。中国凌源市で行った既設浅井

もらうことで、口コミによる宣伝効果を

局稼働していない排水回収設備も多

大きく緩和させた成功案例である。この

考えられている企業が顧客となるが、

い。今後は環境規制への遵守意識の

なっている。国営もしくは国営との

の顧客に合わせた取り組みが必要と

入。日本で培った水処理技術や経験によっ

キなどの業種に様々な排水回収設備を導

当社は電子、自動車、鉄鋼、金属メッ

問題を解決する技術として、世界の権威

した。当社の取水技術は途上国の水不足

界大会においてもグローバル栄誉賞を受賞

テストにて、東アジア地区で優勝し、世

（IWA）の技 術 革 新 賞（PIA）コン

プロジェクトは、2012 年国際水協会

合弁顧客の案件は、中国企業パート

て、中国の水不足や環境対策に貢献して

以来、当社のスクリーンは国内の地下水

取水の標準技術として確立された。それ

で展開し、日本の水道設計指針に地下水

術（通称ケミレス）を開発した。この技

の無薬注高速度生物除鉄 除マンガン技

マンガンなどの処理に対し、当社は独自

地下水取水時に伴う地下水特有の鉄

機関に評価された。

取水市場で高いシェアを持ち、1000

術は高価の酸素剤や健康に害をもたらす

1990 年代より日本国内の地下水市場

向上や水不足に対応した自来水価格

ナーとの取り組みが増えてきている。
いきたい。

の上昇などを期待している。

環境規制に対する法令遵守を厳格に

以上のプロジェクト実績を有する。飽和状

恐れのある塩素などの薬品を一切使わず、

組み合わせて複合的に鉄マンガンを処理

空気酸化、生物酸化や接触酸化などを

態の国内市場ゆえ、当社は海外に活路を
求める方針を確立。

年代から当社は東南アジアや中近東

らである。展開先として、
水不足の緊迫度、

たものが多く、独自での展開は数年前か

積んできたが、ODA や商社などを通じ

は数千㎥／日以下の中小規模浄水場など

にも適用できる特徴がある。日本国内で

では対応が難しかった高濃度の鉄マンガン

く、ランニングコストが低い。特に、従来

する技術で、従来よりも用地面積が小さ

市場の大きさや支払能力（経済力）から、

日の浄水場に導入されている。中でも中

において実績を有し、中国では数万㎥ ／

当社の地下水取水技術は、深井戸、浅

国最北の省にある浄水場では、地下水温

中国に決定した。

井戸、取水埋渠、とラジアル井戸である。

は 度前後で、生物処理として限界とさ

れている悪条件でも、当社のケミレスは

22
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安定した処理水質を得られる。この地区の
自来水の導電率 200 ～ 300 ／
よりも良い回収水を得られている。

cm

中国の顧客は資本形態が多様であ

当社の中国における水ビジネス展開

uS

り、国営、合弁、外資などそれぞれ

集水埋渠用スクリーン

など カ国で水ビジネスを展開し実績を

80

37

野
林
常務取締役エンジニアリング本部本部長

まず中国北部における水不足の省で実績

株式会社ナガオカ

当社は地下水取水と関連する水処理

独自の取水・処理技術による
水不足緩和への取り組み

を積み、顧客に技術の優位性を実感して

日本企業のチャレンジと課題

技術を中心に水ビジネスを展開している。

5

ＲＯ設備の年間運転データ（パーツ流量処理水質）
第２図

市場
改革とビジネスの可能性

問題なく高い処理効果を発揮し、地元政

業団体から好評を得ている。

際に、地元の有力企業とアライアンスを

要不可欠である。中国でビジネスを行う

中国で つの工場を昨年に竣工させ、現

ニーズに合った最低限の機能に絞る。また、

また、現地企業との価格競争は避けら

地生産によりコストダウンを図り、現地

当 社の独 自の技 術 以 外にも、
「関 西

れない。当社はまず、技術面での優位性

外貨管理や税制などについても十分理

組むことも必要だ。

HANDs」という企業連合で中国の水事

を打ち出し、現地企業の技術とのレベル

解する必要がある。日本への送金ができな

「関西 HANDs」による共同事業

業に取り組んでいる。
「関西 HANDs」

の差異を顧客に理解してもらい、中国の

（H 日 立 造 船、A アタカ大 機、N ナガ

あるとはいえ支払が滞ることもある。支

ある。また、代金回収の面でも、契約が

くなったり、高い税金が課せられることが

も勝てる体制を整えている。

企業とのコスト差を縮小し、価格競争に

は関西にある水関連企業 社を中心とし
た企業連合であり、 社の頭文字で表し

オカ、D ダイセンメンブレン）
、s は複数

し、中東（両社）および中国（当社と中国

を利用し、電気と薬品を一切使わず、運

なっている。当社はダムと浄水場の水位差

活性炭などのいわゆる高度処理が標準と

る水質悪化が多く、日本では通常オゾン、

嫌気の底泥から鉄マンガンの溶出などによ

実際にプロジェクトを行う地方の水務局や

協会などと協力関係を築いている。また、

城鎮供水排水協会、中国農村供水技術

当社は国レベルの建設部や水利部、中国

には政府との人脈づくりが重要である。

中国で水ビジネスに限らず、市場開拓

、 年になるが、技術の導入に成功し、

当社は中国水ビジネスに参入してから

展望・期待

も多い。

るなど、難しい交渉が必要とされること

払い条件などを日本よりも厳しく設定す

）

の意味で、ほかの企業も参加していること
を表している。
海水の高速海底浸透取水技術（

IWA PIA の小規模プロジェクト部門

大手水企業）でプラント実験を行う段階

について、当社は日立造船と共同で開発

で、東アジア地域で優勝し、世界大会で

に入っている。下水処理について、当社は

下水処理（オキシデーションディッチ）施設

アタカ大機と共同で、中国農村の小規模

また、ダム地表水の取水用に開発した

を受注した。また、ダイセンメンブレンと

して、初めての快挙であった。

無薬注、
無動力の生物酸化前処理システム

協力して水道の膜処理を行っている。

転費用も限りなくゼロに近い前処理シス

今後の課題

（通称エナレス）が中国南部で採用され
た。中国のダム湖などは富栄養化による

第１図 「関西 HANDs」が提供する水環境ソリューション

4

栄誉賞を受賞した。日本の水関連企業と

府から高く評価された。ケミレスは 年、

4

水道局などとも信頼関係を作ることが必

藻類の増殖などに起因する臭気の発生や、

2

拡大にもつながると期待している。

の整備投資が増えることで当社のビジネス

水価格改革が進むことにより、水道施設

簡単に進まないだろうが、当社としても、

生活に直接影響するため、水価格改定は

設設備投資への資金捻出が難しい。市民の

ある水道事業団体や水務局による水道施

また、現行の水価格では、当社の顧客で

を整え、さらなる事業拡大に注力したい。

低価格かつスピーディに顧客へ届ける体制

きるようになった。日本の高品質な製品を

場化により低コストの製品を大量生産で

実績を積み上げつつある。また、現地工

5

-

テムを設計・施工し、地元政府や水道事
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4

1日４万立方メートルの処理能力を有するケミレス浄水場

10
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省エネ・環境コーナー

環境大気測定技術の変遷と今後の展望

高橋俊夫

東亜ディーケーケー株式会社
専務取締役

（現・柴田科学株式会社）との技術提

し、翌年に柴田化学器械工業株式会社

には溶液導電率方式の SO 2計を開発

マスコミの注目を集めることとなった。

納品した翌日に事件が発生したため、

作機の製作を依頼され、ちょうど完成・

の国産化を目指して、当社は３台の試

タを共有し地球規模での監視を広げる

が参加した。各国が大気環境の測定デー

が開催され、国連加盟の約 180 カ国

する国際会議」
、いわゆる地球サミット

日本は過去に深刻な公害問題を経験したが、公害対策技術の開発と強力な行政指導により様々な公害問題を解決し克服してきた。現在当時の日本と同じ問
題を抱える、中国を始めとする諸外国に対し、大気汚染測定器の分析技術を活用して貰い、一刻も早く公害問題を克服し環境保全をすることを切望する。

ひしめく車の洪水と騒音、車の排気

携で、デジタル粉じん計を組み込んだ、

定できる大気汚染測定装置を開発し、

高度経済成長と公害問題

ガスと煙突からの煙による霞んだ景色、

色である。スモッグとは煙
（smoke）

厚生省の全国大気汚染測定網 NASN

康に影響を及ぼす公害は絶対に許せな

経済成長のためとはいえ、国民の健

いった「乾式」の測定手法が一般的で

各国では紫外線吸収法や紫外蛍光法と

るという理由で除外され続けた。世界

国連の「大気質統計」の測定法と異な

ことになったが、日本の測定データは、

スモッグの元凶である 成分を同時に測

と霧（fog）を結んだ造語であるが、
に採用された。

いとの世論の高まりで、 年に環境庁が

大気汚染常時観測網の整備

高度経済成長の真っ只中を象徴する景

古くは 1900 年初頭の産業革命時
代のロンドンや 年頃のロサンゼルスで、

度成長に沸く日本にもスモッグが発生

代には東京オリンピック開催を間近に高

光化学スモッグと呼ばれることとなった。

線による化学反応が寄与することから

る複合汚染との推測が発表され、紫外

められ、オキシダントと硫酸ミストによ

ばれた。新型公害として原因究明が進

が突然、吐き気などを訴えて病院に運

も若干異なっている。全国に設置されて

の目的により設置される測定器の種類

車排出ガス測定局」であり、それぞれ

定局」と、道路脇に設置される「自動

汚染状況を把握する「一般大気環境測

に大別される。住宅地など生活環境の

進められた。観測局は目的によって つ

するための常時観測局の設置が急速に

設立され、全国の大気汚染状況を把握

当社シェアは一気に ％台まで落ち込む

り、それまで国内シェア ％台であった

ケットに海外メーカーが加わることとな

れにより、国内の大気汚染測定器のマー

え乾式法を公定法として認定した。こ

環境庁は、 年にようやく湿式法に加

していたからである。国際標準化のため

試薬を使った「湿式」の測定手法に統一

ム比色法やザルツマン試薬比色法などの

あったのに対し、日本ではヨウ化カリウ

複合汚染による新型公害

し、排気ガス中の窒素酸化物（NO X）

しかし、大気中のオキシダントを測定

いる測定局の数は別表のとおりである。

疾患の患者が多発した。対策として

年には公害対策基本法が、翌年には大
気汚染防止法が制定された。

ウム比色法の１台が存在するのみであっ

地域的公害対策から地球環境保全へ

コスト力を磨くことができた。

い競争により海外へ進出できる技術力と

こととなったが、海外メーカーとの厳し

70

年に東京都内の高校で生徒 数人

による大気汚染も相まって、呼吸器系

しようにも、日本国内には東京都衛生

の柳沢先生のご指導により製品化し、

年にブラジルで「環境と開発に関

50

96

70

た。折しも、東京都はオキシダント計
64

2

60

67

質よるスモッグが発生した。その後 年

それに先駆け当社では、NO X測定

40

研究所が米国から購入したヨウ化カリ

71

2

器を 年に国立衛生研究所と慶応大学

亜硫酸ガス（SO 2）や浮遊粒子状物

40

都内３カ所の交差点に設置した。 年

92

62
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表し、特に SO 2に関して、燃料油中

日本の環境保全対策は着実に効果を

浮遊粒子状物質濃度を求めるもので、

質にβ線を照射し、β線の透過率から

通過させ、ろ紙上に溜まった粒子状物

β線吸収法とは大気をテープ式ろ紙に

線を利用した測定手法へと変化した。

常時観測データを得ることで有用であ

環境大気測定器は全国に設置され、

程度まで整備が進む見込みである。

は自治体・政令市において 800 カ所

試験を実施している。

成と技術講習会の開催や技術者の認定

持管理のための実務推進マニュアルの作

も加わり、現在は公益社団法人として

後に維持管理会社、環境分析会社など

には設置後の日常メンテナンスが非常

境省では、年間 6000 時間以上の

2001 年に環 境 庁が昇 格した環

の適正な維持管理の重要性を説き、維

ｎ結合型半導体検出器の国産化に成功

に重要である。 年に環境庁の指導の

新たな大気汚染物質 PM2・

の硫黄分低減や排ガス処理装置の技術
β線検出器の感度が要求される。当社

るが、データの正確度を維持するため

活動している。また、環境大気測定器

革新で目覚ましい成果をとげた。それ
では 年に通産省の補助金によりｐ

を正確に測定できる技術が求められる
し、この技術がのちの PM2・ 測定

正確な測定データを維持するために

に伴い、環境大気測定器もより低濃度

ようになった。浮遊粒子状物質測定器

−

器の開発にも生かされることとなった。

84

も、当初は光散乱方式であったが、β

■自動車排出ガス測定局（自排局）

できた。湿式法から乾式法への移行に

たな測定技術の開発と普及に取り組ん

まり日本環境技術協会を発足させ、新

もと、測定機器メーカーと学識者が集

気測定局を開発研究センター内に設置

体制を完備している。当社では環境大

ため、各メーカーとも全国にサービス

データとは認めない方針をとっている

測定結果を得られなければ有効な測定

年に日 平 均

は

／ ㎥と環 境 基 準 が

あたっては、湿式計測器と乾式計測器

PM2・

制 定 さ れ、 大 気 汚

し、測定器を各種取りそろえ、海外か

μ

へは適切な維持管理方法のトレーニン

にして貰うとともに、維持管理技術者

らの見学者に測定局の設置方法を参考

のデータの一致性試験などを実施した。

79

染防止法による常時
監視体制の整備がス
タートした。全国に
約 1300 カ 所 の

グの場として広く開放している。 月

日には、中国駐日大使館から呂公使

2

理体制の整備にも注力いただき、日本

行っていると伺ったが、設置後の維持管

国では現在急ピッチで測定網の整備を

での技術交流について熱望された。中

も視察に訪れ、今後の環境計測器分野

19

測 定 器 を 設 置 する

大気環境測定局の内部

g 09

5

35 5

目標で、今年度末に
（注）現在の数値は当社調べ。
（出所）環境省「平成 23 年度大気汚染状況について」

現在
1,215
1,258
1,107
976
80
344
609
1,361
■一般環境大気測定局（一般局）
19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度
NO2
二酸化窒素
1,388
1,384
1,361
1,340
1,328
SPM
浮遊粒子状物質
1,454
1,436
1,399
1,379
1,359
Ox
光化学オキシダント
1,143
1,148
1,152
1,144
1,152
SO2
二酸化硫黄
1,241
1,187
1,138
1,119
1,081
CO
一酸化炭素
80
76
72
70
71
HC
非メタン炭化水素
319
318
321
325
326
PM2.5 微小粒子状物質
45
223
測定局総数
1,561
1,549
1,527
1,503
1,489

現在
377
366
31
65
236
156
184
382
19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度
437
429
425
420
414
416
409
408
402
399
30
30
31
33
31
82
76
68
68
61
294
285
273
267
261
186
178
174
166
164
28
86
445
438
434
429
422
二酸化窒素
浮遊粒子状物質
光化学オキシダント
二酸化硫黄
一酸化炭素
非メタン炭化水素
微小粒子状物質
測定局総数
NO2
SPM
Ox
SO2
CO
HC
PM2.5

と技術交流に貢献していきたいと思って

ればと願う。当社は今後とも日中友好

持管理体制をぜひ参考にしていただけ

の産官学が一体となって構築してきた維

中国大使館 呂公使の視察

いる。
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大気測定局の設置数推移

中国高齢化社会に生まれた商機❹

バ ー 市 場 に つ い て レ ポ ー ト し、
多くの企業からご相談、お問い
合 わ せ が 寄 せ ら れ た。 今 回 は、

●日中経済協会瀋陽事務所 首席代表

西槙 躍

表である。毎月 3900 元の住み込

家族の方に聞いたところ、
「安心でき

が、みな在宅介護を選んだ。本人と

介護施設に入居してしかるべきと思う

ねない。しかし、今は、現代生活環

任せたら、不孝の極みと非難されか

施設に入居させ、親の面倒を他人に

美徳として賛美されている。シルバー

B 氏（ 歳男性）は、認知症の元

は、年金収入の半分以上となる毎月

が、夫の介護に限界を感じた奥さん

を合わせて、毎月 5000 元ほどだ

のパターンである。２人の年金収入

らざるをえず、典型的な「老老介護」

常生活は同い年の奥さんにすべて頼

がいるが、外地に住んでいるため、日

設は少ない。 富裕層

るシルバー、 介 護 施

護サービスを提供す

が多く、専門的な介

し、華麗な施設だけが完成した場合

に関する報道を多く目にする。しか

近年、シルバー施設の投資ブーム

うようになった。社会全体に高齢者

子孫に残す資金を介護サービスに使

につれ、伝統的価値観も変わり始め、

ムには、リハビリテー

向けの高級老人ホー
た。

ションや診 療 設 備 な
どが完 備されている

C 氏（ 歳女性）は、比較的裕福
で息子家族と一緒に暮らしている。約

が、利用料金は１カ
月 9000 元 ～ 数

年前に転倒し足を骨折してから、
歩くことが不自由となった。リハビリ

26
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万元までかかるケースは珍しくない。

一般市民向けの施設は、基本的な生

活は保障されるが、関連の設備やサ

ービスなどについては期待できない。

公、私営のシルバー施設は一般の類に

入 り、 利 用 料 金は１ カ月 1500

元～ 5000 元が相場である。

施設に入居せず在宅を選ぶ理由と

き届いていない、さらに道徳感があげ

して、入居料の高さ、サービスが行

ケアのため、毎月 3000 元の昼間

られる。高齢者の介護は家族が分担

代後半。

のみの介護サービスを半年契約した。

して行うのが伝統的で、
「親孝行」の

人の息子はみな

A 氏は特段の病気もなく一人暮らし

前述 例は、いずれの場合も特別

いる。

であり、いわゆる「空巣家庭」の代
み介護サービスの契約を結んだばか

る介護施設がないから」
という理由で、

境の変化、および生活レベルの向上

りであった。

仕方なく在宅介護を選んだようだ。

3

2600 元の介護サービスを選択し

大学図書館職員であり、 代の息子

84

中 国 の シ ル バ ー 市 場 に お け る、

60

60

介護サービスを受ける高齢者と
介護サービスの経営者の両側面
から、現状と問題点を探ってみ
ることにする。中国への事業展
開を考える方の参考となれば幸
いに思う。

在宅介護の選択と実態

3
80

筆者はある企業の在宅介護（居家
養老）サービスの現場を視察し、いく
つかケースを紹介する。
A 氏（ 歳女性）は元公務員で、
革命世代の幹部だったため、年金収

94

入は毎月約 6000 元を受け取って

1

これまで３回に渡り中国シル

―介護ビジネスの今

瀋陽事務所発

デイケアステーション外観
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体力・精神ともに開放され、質の高

介護意識が行き渡りつつあり、家族は
㎡以上の休憩ルーム、 ～ 床の

建築し、リハビリテーションスペース、

に 100 ～ 200 ㎡ほどの建 物を

まだ始まっていないようだ。調査した

にそろったが、介護サービスの提供は

前述の条件の中で、設備の部分はすで

有することで、介護サービスの提供・

らに、ステーションというハードを共

てのニーズがある」と話していた。さ

や介護員同士の交流を行う場所とし

い生活を追い求めることができるよう

日、１つのステーションは民間合唱団

になった。

ベッドを設け、 ～ 人のボランティ
アが高齢者の面倒をみている。

ビスを受けている。楊氏は、介護業

100 人以上の高齢者が同社のサー

者派遣業を営んで 年になり、現在

楊 麗 静 社 長に聞いた。 楊 氏は介 護

のか、
「瀋陽市助爾家政服務公司」の

宅介護を受けると本当に安心できる

する つのステーションの現状を調査

た。H 区の W「街道弁事処」に所属

すでに約 カ所のステーションを設け

ている。それを受けて瀋陽市 H 区は

ビスの提供などの項目を明文化とし

度の明示、専門的な施設によるサー

料）
、簡易クリニックの設置、管理制

側は述べた。どうやら、ステーション

しい。運営経費も足りない」と運営

齢者が満足するサービスの提供が難

門的な人材が不足しているため、高

ているのか、と運営側に聞いた。
「専

高齢者たちは実際に満足して利用し

いる実態から、身近なステーションを

用目的を語ってくれた。ちなみに H

を楽しみにしている」とそれぞれの利

を周りの人々に聞かせたい」
、
「食事

らのほめ言葉を聞きたい」
、
「自慢話

孫が買ってくれた服で着飾り、仲間か

人と会うためにここに来る」
、
「子女や

を伺った。
「週に ～ 回、会いたい

筆者は訪問の際に、高齢者にも話

とが課題と指摘する。例えば、介護

界のサービス基準が成立していないこ

した。この街道弁事処は 社区、人

70

口約 万 ０００人を管轄している。
6

2

9

今回訪問した社区だけで約 1200

各社区ではステーション設置が業績管

かっているが、政府にも限界があり、

「高齢者が満足していないことはわ

事処は一気に設置に乗り出した。
だが、

よるシルバー施設の運営が認められた

未熟なものしか造れない」と運営担

高齢者のステーションに対するニー

が、我々は社区のステーションの運営

運営経費の追加投資は難しく、運営

ズはどうだろうか。
前述のA 氏は、「ず

を外資に任せるかどうか検討してい

当者は話す。
「昨年から外資の独資に

っと自宅にいるとストレスがたまる、

る」と市民政局の責任者が語ってくれ

ここまで紹介したステーションは民

高齢者同士で世間話をしたい」と訴

「在宅介護を受ける高齢者にとって、

政局が投資し、運営を社区に任せる

た。

くつろぐ場としてステーションは欠か

方式となっているが、定年になった元

えていた。また、
サービス提供者側は、

はジレンマ状態に陥っている。

理目標の つとなったため、各街道弁

データがある。

ルバーサービス業の発展を加速する」

2

人の潜在利用者を有するという調査

1

（ 号文書）が出された。これを受け、

昨年

は「飾りもの」となっているようだ。

ながる。

消費の両者にとって、負担軽減にもつ

4

また、 民 政 部は食 事の提 供（ 有

高齢者の ％が在宅介護を選んで

の練習所として使われていた。

「居家養老」は、少し伝統的な美

2

区には 109 のステーションがあり、

徳感からはみでている。はたして、在

2

月、 中 国 国 務 院より「シ

98

1

10

契約期間中の責任事故をどう対応す
べきかが課題の一つである。また、在
宅介護を選んだ高齢者は、
「安心・

10

1

安全」という理由のほかに、
「尊厳あ
る老年生活を送りたい」願いもある、
と楊氏は述べた。

コミュニティのジレンマ
コミュニティにあるデイケアステー

35

せない。また、介護員のストレス解消
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ション（ステーション）はシルバー施
設の一種で、
中国語では「日間照料站」
といい、すべて「街道弁事処」という
末端の行政府が運営している。各「社
区」にある複数の住宅団地に１つ設
置されている。一般的には、政府借地

リハビリ用設備が完備されている（Ｈ区にあるデイケアステーション）

2

5

瀋陽事務所発

OB などを対象とした、対外的には
意思で入る人の２つに分けられる。前

ンは、自分の意思で入る人、子女の

中国のシルバー施設入居者のパター

開放されていない内部運営の「高齢
者は 歳半ばから 代そこそこの方

いるが、日常生活密着型および庶民

ステムの補完するものとして機能して

けた福祉厚生の一部である。高齢者シ

が行われている。これは特定の人々向

送し、定期、不定期的に独自の活動

プは施設に入っても、どんなサービス

要介護の方が中心となる。このグルー

多い。後者は機能障害者や 代後半、

仲間を次から次へと呼び込む事例が

最初１人または一組で入居し、自分の

が多くて、特別ケアを必要としない。

させ、政府資源を活用し、民間企業

区のデイケアステーション機能を充実

の場合は様々だ。筆者はこれまで複

するのはどのような方だろうか。私営

また、シルバー施設を投資、経営

強みは資金力のほかに、飲食店経営

善の親孝行をしたい」という。自分の

ないから、自らシルバー施設を作り最

的な価値観が変化しつつある。やはり

激な高齢化社会の到来によって、伝統

感により選択の余地がなかったが、急

述のとおり、本人とその家族は道徳

護施設に入居しているのだろうか。前

それでは、どのような高齢者が介

を送りたいと思っていたが、日々忙し

だ。
「できるだけ自宅で親の老後生活

と周りの友人による需要が多いから

中である。投資の動機は、自分の親

現在は老人ホームの基準通りに内装

に投資。招待所だった場所を改造し、

性 W 氏は、300 床のシルバー施設

人気レストランを経営している女

事やマーケティングのためには、人脈

経営にあたり、関係先と調整する仕

るため、実力を認めてくれた。施設

いが、当局との太いパイプを持ってい

近づいている。
「自分は大株主ではな

する大型施設だ。工事はほぼ完成に

800 床、特別介護 200 床を有

組 んで老 人 ホ ームを 建 設。一般 用

元公務員の L 氏は海外投資者と

と総経理として自分の役割を語った。

し、中国特色の介護技能訓練教育に

今後介護人材育成の現場を訪問

て置くのが肝心だ。

合いを計って、はめられないようにし

定の距離を保ち、着かず離れずの度

がある。一方、当局との付き合いも一

パートナーの選択は慎重に行う必要

ければならないだろう。したがって、

投資回収時間も長いことを覚悟しな

に渡るため、安定した収入と相まって

護サービスの提供が始まれば長期間

人材育成に限定する場合を除き、介

ないものだ。介護用品販売あるいは

ナーと主管当局のパイプ作りは欠かせ

事業展開に当たり、優秀なパート

け入れるスタイルにならないだろう。

式は、必ずしも日本側の投資者に受

ービスは主流となっているが、この方

介護については、住み込み型の介護サ

直さなければならない。また、在宅

デルは必ず地元の事情に合わせて組み

だろう。介護施設の場合は、日本モ

する場合は、水先案内人がまず必要

中国のシルバー市場に参入しようと

紹介して欲しいとの要請があった。

付に関して、日本からのパートナーを

線、配管と専門的医療関連設備の据

老人ホームに必要とされる独特な配

デイケアステーションの中はシンプルな造りとなっている

ついてレポートする予定である。
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公務員、元軍人、大学教職員、企業

者活動室」もある。運営側の車で迎

的なコミュニティサービスとはまた性

の経営ノウハウを生かせば、大きなビ

数の施設を訪問し、経営者の前職業

で培った行き届いたサービス精神だ。

入居費と共に子女に任せている。

ジネスチャンスが創出されることにな

を伺った。その結果、①飲食業、②

るだろう。

W 氏は日本の介護システムの導入と

介護は施設に任せることが王道ではな

くて実現できない。しかし、現存のシ

が欠かせない。その役割を果したい」

先を捜し求めている。

いかという観念が予想より早く社会

ルバー施設のサービスは全く信頼でき

施設の入居者と投資経
営者

生活に浸透している。

ている。

旅館業、③元公務員、④不動産開発

割以上のシェアを持つ社

80

介護の人材育成が急務であり、協力

利用者

を受けようか、自分では決められず、

80

質が異なる。

60

商、⑤医療設備関連商社の順となっ

9
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盛京元宵節燈会

●瀋陽事務所

趙焱

中

国の正月は旧暦の大晦日から

タバコを吸う、窓に防寒シートが貼ら

十五夜まで長くて賑やかだ。地

れている）など地方の風習も観賞で

方生活習慣により、毎日いろんな伝

きる。LED 照明、電子駆動、音声効

統行事を行う。今年の最終行事・元

果があり、まるで最新の大型テレビの

宵節で、筆者は元宵を食べた後、早

ようだ。同時に、主催者は燈会の臨

速、盛京元宵節廟会・燈会現場を回

時会場ステージで赤い紙に書かれた

った。家に戻ってから年一度の「元宵

なぞなぞを当てる遊び、つまり「燈謎」

節晩会」とソチオリンピックの生中継

を発表する。正解者はプレゼントが

を深夜まで楽しんだ。

もらえる。歩道中央では、民間演出、

元宵節では文字通り、元宵（丸い

皇家礼儀巡演、清朝祭典なども披露

餡入りもち米団子）を食べる。団ら

される。今年は 380 年前の ｢燈官巡

んの発音に通ずる元宵は一家団らん

燈｣ が再現され、道の両側には、吹

との願いが込められている。一方、

糖人（伝統的なあめ作り）
、捏面人（し

元宵節の夜に、どの家でも窓際か門

ん粉細工）
、紙きりなど 50 人もの伝

前に様々な赤い灯籠を掛け、マンシ

統芸人が自慢の芸を披露した。

ョンの空き地では花火や爆竹を鳴ら

今年の伝統的な祝日元宵節は 19

す慣わしもある。少し赤く、俗っぽく

年ぶりに西洋バレンタインデーと同じ

もありながら、PM2.5 がひどくなるの

日に重なった。スーパーや道端で元

ではないかと思われるだろうが、そ

宵とチョコレート、燈籠とバラの販売

うすることにより各家庭において元宵

商戦が繰り広げられた。元宵節も中
（上）
「 燈会」の会場入り口。
（ 中）様々な演
出が会場を盛り上げる。
（ 下）
「 燈謎」当て
ゲーム

国のバレンタインデー（情人節）であ

の鳥が迷って人間の住む世界に舞い

を上げるようになる。これは厄災を

かけることができた。自分の恋人と

降り、一人の猟師の放った矢で撃ち

逃れることができると信じられている

デートしたり、婚約した女の子はこ

落とされてしまった。それを知った

からだ。ただし、これから、PM2.5

の機会に結婚相手をの顔を見る（昔

玉皇大帝はかんかんに怒り、正月 15

を抑えるため、電子音の花火が開発

の中国では、結婚するまで相手の

日に地上を焼き払うことを計画した。

されれば良いと感じた。

顔を知らないことが一般的だった）
。

節の伝説いたるところで人間や家畜
に被害をもたらしたため、人間は猛
獣を退治した。しかし、一羽の神様

る。昔、若い女性は普段外出を禁止
されていたが、この日だけは街へ出

それを聞いた玉皇大帝の娘は、人間

住宅地以外でも元宵節燈会が行わ

北宋時代の大詩人欧陽修の漢詩「…

をかわいそうと思い、地上に降り旧

れている。今年、瀋陽市内では東西

月到柳梢头、人约黄昏后…」
（月が

正月の 14、15、16 日にかけて、各家

南北 4 カ所に「盛京燈会」会場が設

柳枝の上まで登り、黄昏時に恋人と

庭で松明を燃やし提灯を灯すよう人

けられた。瀋陽故宮を中心とした会

待ち合わせをする）は元宵節の月夜

間に言いわたした。15 日の夜、玉皇

場には「四平走馬」
、
「盛京鴻運」
、｢

を描いたものである。

大帝は南天門より人間界を見下ろす

盛世龍騰｣、｢万馬奔騰｣、｢天下祥和｣

と、赤い光が輝き、天にまで音が鳴

という5つのテーマエリアが設置され、

人々の生活習慣も変わりつつある。

り響き、三日間連続で地上を焼き払

2万を超える燈籠が飾られた。
走馬燈、

伝統民俗、民間伝説は現代日常生

ったと勘違いした。これにより、人々

花燈、宮燈など様々な燈籠を見ること

活において、だんだん失われている。

は自分の命、財産などを守ることが

ができ、かつ「鹬蚌相争、渔翁得利」

時代とともに、伝統民俗文化をいか

できた。その後、毎年正月 15 日前

「東北十大怪」
（漁夫の利）など昔話や、

に受け継ぎ発展させるか、我々は工

後には、各家庭で燈籠を灯し、花火

（満州時代に、若い女性でもセキルで

夫を重ねる必要がある。
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現在、多元化の文化影響により、
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上海華鐘投資コンサルティング有限公司 副総経理

能瀬徹

表

法定積立金の関連規定

『会社法』（2006 年 1 月 1 日改定施行）
第 167 条 会社は、当年の税引き後利益を分配する時、利益の 10％を会社の法定準備金として積立てなければならない。
会社の法定準備金の累計額が会社の登録資本金の 50％以上である場合、新たな積立を必要としない。
会社の当年度利益が過去年度の欠損を補填するのに不足する場合、前項の規定により法定準備金を積立てる前に、当年の
利益をもって欠損を補填しなければならない。（後略）
第 169 条 会社の準備金は、会社の欠損の補填、会社の生産経営の拡大、又は会社の資本への組入れに用いるものとする。
ただし、資本準備金は会社の欠損の補填に用いてはならない。（後略）
『中外合弁経営企業法』（1979 年 7 月 1 日公布、2001 年 3 月 15 日改定施行）
第 8 条 合弁企業が得た粗利益は、中華人民共和国の税法の規定に従い合弁企業の所得税を納付した後、合弁企業の定款
に規定する準備基金、従業員奨励及び福利厚生基金、企業発展基金を控除し、純利益は合弁各者の登録資本の比率に基づき分
配される。（後略）
『中外合弁経営企業法実施条例』（1983 年 9 月 20 日公布、2011 年 1 月 8 日改定施行）
第 76 条 合弁企業が『中華人民共和国企業所得税法』に従い所得税納付後の利益処分は原則として以下のとおりである。
（一）準備基金、従業員奨励及び福利厚生基金、企業発展基金の積立てについて、積立て比率は董事会が決定する。
（二）準備基金は合弁企業の欠損の補填に用いるほか、審査許可機関の承認を経て当企業の増資、拡大生産に用いることもで
きる。（後略）
『外資企業法実施細則』（1990 年 12 月 12 日公布、2001 年 4 月 12 日改定施行）
第 58 条 外資企業が中国税法の規定に従い所得税を納付した後の利益は、準備金と従業員奨励及び福利厚生基金を積立て
なければならない。準備金の積立て比率は税引利益の 10％を下回ってはならない。累計積立金額が登録資本の 50％に達した
時は積立てなくても良い。従業員奨励及び福利厚生基金の積立て比率は外資企業が自ら決定する。（後略）
『会社法』施行後の企業財務処理問題に関する通知』（2006 年 4 月 1 日施行）
二、公益金（従業員福利基金など）残高処理の問題について
2006 年 1 月 1 日より「会社法」に従って設立した企業は、
「会社法」第 167 条に基づいて利益配当を行い、公益金を積立てない。
（中略）外商投資企業が、董事会の決定を経て引続き従業員奨励福利基金を継続して積立てる場合には、用途、使用条件及び
手続きを明確にし、負債として計上しなければならない。

中外合弁会社において董事会が積立率ゼロを決議して
積立てを行っていません。既に積立てた企業発展準備
基金があれば、従業員奨励福利基金と同じく、董事会
の決議により資本勘定の未処分利益または利益準備金
に戻し入れることが可能です。
前述の法定積立金の積立ては、表の関連規定が根拠
となっています。

３．配当金への中国と日本での課税率と注意点
中国における外資系企業の配当金を外国側投資者へ
海外送金する場合、
『企業所得税法』第 4 条に基づき、
非居民企業への企業所得税率は 20％となっていますが、
日本と中国の間には日中租税協定がありますので、日本
企業に配当送金する場合の源泉徴収の企業所得税率は
10％となります。これは送金前に送金する側（中国の現
地法人）が源泉控除して中国の所管税務局に納税しな
ければなりません。
注意点は以下のとおりです。
(1)2007 年迄の会計年度で得た未処分利益を配当する場
合には前述の源泉税は免除となります。10% が源泉課
税されるのは 08 年以降の会計年度の利益を配当金とし
て海外出資者に送金する場合です。
(2) 配当受領の日本側（日本の出資者側）では、日本の

法人税法に基づき、海外子会社からの配当所得はその
95% が非課税（5% のみが課税対象）となりますが、送
金前に控除納税された源泉企業所得税 10％は日本で税
額控除できず、受領側のコストとなります。

４．配当金の海外送金
配当金の海外送金は、董事会決議、出資者同意を経て、
税務局の検査（主として各種税額の納税や法定準備金の
処理などが適正にされているかどうかの検査）が終了す
れば送金することができますが、当年度ではなく過年度
の未配当利益から配当する場合は税務局の要求によって
改めて会計師事務所の年度決算監査を要求される場合
もあり、一般的には 2 ～ 3 月の董事会や株主会での配
当金額決定後、実際に送金できるのは 7 ～ 8 月ごろにな
ります。13 年 9 月からのサービス貿易や収益の海外送
金の簡素化に伴い、現在は外貨建て送金の場合、一件
5 万ドル以下の送金についての銀行宛て提出書類は無く
なり、
5 万ドル超であれば、
董事会議事録
（利益配当決議）
及び『サービス貿易等項目の対外支払い税務届出表』を
提出して送金手続きを実施しますが、配当金送金には金
額の多寡にかかわらず「税務証憑」を主管税務局より取
得して銀行に提出することが必要であり、結局税務検査
の所要時間が配当時期を決めることになります。
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中国からの配当金送金について
昨年度までの利益から配当金送金をしたいのですが、中国からの利益送金は難しいという話をよく聞きます。
配当金送金の可否、配当可能金額や税務上の注意点、配当送金ができる時期等について教えてください。
企業が過去からの累損をすべて一掃していることが前提ですが、中国現法からの配当金送金は問題無く可能
です。税引き後の未処分利益から法定積立金を積立てた後の剰余金が配当可能原資となります。
中国ではすべての企業が 12 月決算です。1 ～ 12 月の
決算報告書を作成し、公認会計士事務所の法定監査を
受けた後、春節休暇の前後から 4 月頃にかけて各社一
斉に決算董事会を招集して、前年度決算及び利益処分
案と当年度の事業計画の承認を行うのが毎年の恒例行
事となっています。決算董事会で利益分配が決議された
場合には、工商年検と税務局による検査を経た後、通
常 6 ～ 8 月にかけて出資者への配当金送金が行われま
す。いまだに中国では配当金送金ができない、あるいは
困難ではないか、などのご相談・ご質問を特に中小企
業の経営者の方々からよく受けますが、下記の手順を経
れば問題なく配当金送金を行えます。1979 年の外資法
が公布されて以来、中国は合法的な外資系企業の配当
金の海外送金を制限したことは一度もありません。

１．過年度の全累損消去と配当可能利益
出資者への配当は、その企業の過去の会計上の累損
がすべて消去されていることが前提です。ここで注意し
なければならないことは、税務上の損失繰り越しは 5 年
までという税務上の規定です。当年度に利益があったと
しても、過去 5 年間に発生した累計損失を当年度の税
引き前利益から控除して、その後の残余利益がその年
度の企業所得税の課税対象額となり、企業所得税 25%
を納税した後、更に 6 年以前の相殺不可能な累損があ
ればこれを消去しなければなりません。このようにすべ
ての累損を消去してなお残余利益が残れば、それが会
計上の未処分利益となり、この時点で配当可能な状態と
なりますが、更に累損が残れば配当できず、いずれにし
てもすべての累損が完全に消去されるまで配当はできま
せん。
利益処分方法については、決算董事会において後述
する法定積立金の積立比率が決められ、それらの法定
積立金を控除した後の残額が「配当可能利益」となり、
董事会と株主会による配当決議によって全額配当とする
こともできます。未処分利益がある場合には、当年度の
税引き後利益から法定積立金控除後の残額に累計の未
処分利益額を加えた額が「配当可能利益」となります。

２．法定積立金について
税引き後利益があれば、出資者へ配当を行う前に、
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まず法定積立金を控除して積立てる必要があります。累
損があって税引き後利益が無い状態では、まず累損の
消去が先決ですので、法定積立金を積立てる必要はなく、
逆に利益準備金などの積立てがあればそれを取り崩して
累損消去に当てることもできます。
中外合弁企業の法定積立金には「三項基金」と言わ
れる三種類があり、外商独資企業には利益準備金と従
業員奨励福利基金の二種類があります。前述のように、
法定積立金積立ての前提としては、前述のごとく過年
度のすべての累損が解消されていることが条件になりま
す。累損が解消されていない状況では法定積立金を積
立てる必要はありません。積立て原資は当年度の最終
的な税引き後利益であり、過去に既に法定準備金を積
立てた後の未配当利益（未処分利益）は対象外です。
(1) 利益準備金：利益準備金は、董事会や株主会の決定
によって年度欠損の補てん、増資等の再投資のために
使われ、外商独資企業には、
『中華人民共和国会社法』
に「利益準備基金は、累計で資本金の 50％になるまで
当年度の納税後利益の 10％を積立てる」
（第 167 条）
との強制規定があります。資本金の 50% に達した場合
は、それ以降の年度では利益準備金を積立てる必要は
ありません。
(2) 従業員奨励福利基金：従業員奨励福利基金は、
『中
華人民共和国中外合弁経営企業法』及び『中華人民共
和国外資企業法実施細則』によって積立て、負債勘定と
して計上義務がありますが、財企 [2006]67 号『会社法』
施行後の企業財務処理問題に関する通知』の実施以降、
中外合弁企業も、独資企業も同通知に基づいて、董事
会の決議で従業員奨励福利基金の積立率を 0％にする
ことが可能で、現在では董事会決議により積立率ゼロと
して新たに積立てないのが一般的です。また既に積立て
た従業員奨励福利基金は、董事会の決議により資本勘
定の未処分利益または利益準備金に戻し入れることが
可能となりました。
(3) 企業発展準備基金：いわゆる三項基金の最後は、中
外合弁企業にのみ適用される『中華人民共和国中外合弁
経営企業法実施条例』第 76 条に未だ規定が残っている
企業発展準備基金です。本準備金は過去には社宅の購
入などに充てられましたが、現在では外資系企業も会社
資産として社宅を持つことが出来ますので、ほとんどの
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■ 2/11-14 「中国地方政府（天津市、山東省）省エネ・
環境訪日団（大気等）
」事前準備訪中
昨年 10 月に中国の地方省市へ派遣した「大気改善設備技術交
流ミッション」の成果として、天津市および山東省から日本におけ
る大気汚染対策、省エネ・環境対策の先進性を視察するための
訪日団が 3 月に派遣される予定。今回はその訪日団受入の事前準
備として、両市を訪問した。両市の担当者は日本での現場視察及
び企業との交流に積極的であり、同分野における協力およびビジ
ネス交流を充実させたいとの前向きな姿勢を示した。

■ 2/13 正副会長・常任理事懇談会を開催
4/24
2 月 13 日、正副会長・常任理事の参加のもと、3
月に開催予
定の理事会において策定する新年度事業計画の重点や最近の日
中関係情勢等について意見交換を行った。
協会訪中代表団の派遣や大気汚染対策ネットワークの活動に対
するご意見とともに、特に昨今の日中関係を鑑み、地方政府との対
象分野を絞り込んだ交流の強化に対する要望などが提起された。

■ 2/18 中国経営管理研修・イブニングセミナー（2013 年度）開講
当協会では、中国における日系進出企業の経営管理責任者（総
経理など）やその候補となる方々を対象に、全 6 回にわたる「中
国経営管理研修・イブニングセミナー（2013 年度）
」を開講した。
本年度は、中国の最新経済・政治事情から、法務、人事労務、知財、
税務など、実際の経営管理活動に直結した内容構成となっている。
講師には、エコノミストや弁護士、大学教授など各分野のスペシャ
リストを迎えている。

■ 2/19 上海市対外友好協会一行が来会
汪小澍・上海市人民対外友好協会常務副会長、曹海炯・上海
市人民対外友好協会常務理事、日本処副処長を始めとした一行
4 名が当協会を表敬訪問した。一行は東京、群馬、大阪を歴訪し、

関係企業及び地方自治体との交流を実施した。当協会とは引き
続き協力関係の深化、さらなる交流の強化について意見交換を
行った。

■ 2/20 サウス・チャイナ・モーニング・ポストによる理事
長へのインタビュー
サウス・チャイナ・モーニング・ポ
ストの王向偉編集長が来会し、現行
の日中関係による日中ビジネスへの
影響や今後の展望などについて、岡
本理事長へのインタビューを行った。
岡本理事長は「日中両国のトップ同 岡本理事長と王編集長（右）
士による会談が早期に実現され、またビジネスのみでなく、文化や青
少年交流を通じ、両国の相互理解の増進と国民感情の改善が図られ
ることを願う」と述べた。

■ 2/24-3/1 生田専務理事が北京、瀋陽を訪問
生田専務理事が北京、瀋陽を訪問し、中国の中央政府機関お
よび関係団体に対して、当協会訪中代表団の派遣、日中省エネ
ルギー・環境総合フォーラムの早期開催の実現、大気汚染改善
協力ネットワーク活動の推進、日中経済協力会議の開催をはじめ
とする当協会新年度事業について説明および協力依頼を行った。

JCNDA NEWS
2014 年 2 月の日中東北開発協会の活動から
■ 2/13 第 52 回常任理事会を開催
当協会は 2 月 13 日、第 52 回常任理事会を開催、2013 年度事業
報告・決算報告、14 年度事業計画・予算、役員人事に関する審議
が行われ、原案が承認された。席上、最近の日中間情勢や中国現地
に進出している会員企業のフォロー等について意見交換がなされた。
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●ご購入は下記にお申し込みください。 ●海外から注文し、日本での決済を
東京官書普及株式会社 通信販売課
ご希望の方は下記にお申し込みく
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町 1-2
ださい。
Tel.03-3292-3701 Fax.03-3292-1670
株式会社 OCS 購読管理課
下記ホームページからもお申し込みになれます。 Tel.(03)5476-8131
URL http://www.tokyo-kansho.co.jp
Fax.(03)3453-8192
●最寄りの書店、政府刊行物東京サービス・ステーションでもご購入できます。

●中国でのご購入は下記書店に直接お問い合わせください。
中国日本書籍センター
中国匯豊書店
上海市武定路555号
上海市浦東新区陸家嘴環路1000号匯豊大厦２階
Tel/Fax(021)6267-9807
Tel/Fax(021)6841-4865
中国国貿書店
中国美濃書店
上海市延安西路2201号国際貿易中心 上海市古北新区栄華東道126号下座１楼
Tel/Fax(021)5257-0578
Tel/Fax(021)3223-0243

※賛助会員は会員価格でお求めになれますので日中経済協会総務部までご連絡ください。Tel.03-5511-2511 Fax.03-5511-2519

一般財団法人 日中経済協会

平成 年 月 日発行／毎月１回 日発行／ 月号
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中国へ進出する

4
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日本企業をフルサポート
日中の拠点が連携して、安全かつ効率的に業務を遂行するために

インタセクト・コミュニケーションズは、2000 年の設立以来、中国各所に拠点を設け、日中を跨いでのビジネスを展開しています。
中国での会社設立の支援はもちろん、市場調査、広告代理、システム開発、業務プロセス管理まで、様々な経験と技術にもとづく
ノウハウをもって、お客様のビジネスを全面的にサポートします。

４つの分野での強み

拠点マップ

１ BPMで業務の最適化

業務プロセス管理（BPM）の導入支援／業務プロセスの分析とモデ

ル化／業務のシステム化を支えるプラットフォーム技術
BPM により、業務プロセスをコントロールしながら、迅速な設計・開
発手法で、業務プロセスを継続的に改善させることができます。コン
プライアンス、グローバリゼーションへの対応を含め、ビジネス変化
への迅速な対応力を提供いたします。

長春
北京

姫路
大阪

２ 電子署名・電子認証

電子署名／電子認証／タイムスタンプ
電子署名や電子認証に関する技術は、デジタル社会の基盤を構成す
る要素のひとつとして、ますますその重要性を増しています。ネット
ワーク社会での安全で安心できるコミュニケーションを実現するため
に必要なソリューションを提供いたします。

３ インターネット広告代理

アフィリエイトのフルサポートサービス
（ISAM-1)／アフィリエイト
運用代行（WEE-AD）
／ Web パトロール・リサーチ（WebAegis）
広告主様のご予算に合わせて、アフィリエイトの運用代行から、フル
サポートサービスまで幅広く提供しています。アフィリエイト運用代
行のパイオニアとして、独自の戦略的コンサルティングを展開し、広告
効果の最大化を実現しています。

４ システム関連サービス

定価 ８００円（本体７６２円）

オフショア開発／システム開発／マイグレーション
システム開発のプロジェクト支援から開発、運用サポート、オフショア
開発をはじめ、
マイグレーション、ASPサービス、さらにはネットショッ
プ運営者のための支援システム「インタワークス」など、様々なサービ
スを提供いたします。

インタセクト・コミュニケーションズ株式会社
http://www.intasect.com/

東京都千代田区神田小川町 3丁目1番地 BMビル4F Tel.03-3233-3523
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香港

■国内事業所
■東京本社
〒 101-0052 東京都千代田区神田小川町 3-1 BM ビル 4,5 Ｆ
■大阪支社
〒 530-0015 大阪府大阪市北区中崎西二丁目 2 番1号 東梅田八千代ビル10F
■姫路支社
〒 670-0965 兵庫県姫路市東延末三丁目12 番地 姫路白鷺ビル 4F
■中国グループ会社
■成都
音泰思計算機技術（成都）有限公司
四川省成都市東大紫東楼街 11 号東方広場 26F
音泰思計算機技術（成都）有限公司 BPO 事業本部
成都市静沙南路 18 号沙河一号 1 期 2 棟 10F
■北京
北京音泰思計算機技術有限公司
北京市海淀区車公庄西路乙 19 号 華通大厦 B 座北塔 818 室
北京音思達広告有限公司
北京市海淀区車公庄西路乙 19 号 華通大厦 B 座北塔
■上海
上海音態思計算機技術有限公司
上海市浦東新区東方路 877 号嘉興ビル 1401 室
■長春
音泰思（長春）信息科技有限公司
長春市朝暘区西安大路 727 号 中銀ビル A 座 11 階 1110 室
■香港
音泰思集團（香港）有限公司
香港徳輔道中 173 號 南豐大廈 9 樓 905 室

