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表紙写真：浙江省内に所在するフロン化工を主
力とする国有企業の水素貯蔵プラントの製造現
場。同企業は、工場および周辺地区で水素タウ
ンの建設を計画している。副生水素を活用した
工場および学校の低炭素化、将来的には脱炭
素化の実現を目指しており、
「第 13 回日中省エ
ネルギー・環境総合フォーラム」でも日中協力
実証事業の1つとしてプロジェクト調印式を行っ
た。

◆全体会議
水素エネルギーや海洋プラスチックごみ問題などの
分野における新たな協力モデルの構築

10

◆マッチング交流会

12

◆分科会
・水素分科会
・自動車の電動化・スマート化分科会
・日中長期貿易分科会
・クリーンコール技術と石炭火力発電分科会
・省エネ促進分科会
・循環経済分科会

24

◆調印案件プロジェクト
省エネルギー・環境分野における日中協力モデルプロジェクト

26 TOPICS

第２回自動運転に関する日中官民合同セミナー開催報告
■能登麻規子

30 中国ビジネス Q&A

中国の個人情報保護制度に関する近時の動向とその対策
■範国輝
■徐 楊
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本誌に記載されている記事などの内容や意見は、
外部原稿を含め執筆者個人に属し、
日中経済協会の公式意見を示すものではありません。
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古賀信行

中
国の建 国

周 年、 日 本の令 和 元 年という節 目

を迎えた 2019 年は、 野 村 グループにとっ

席が博鰲アジアフォーラム総会で金融市場の開放を掲

げ、 年 内には外 資 金 融 機 関による過 半 出 資を認 め、

月には、 予定よりも

年前倒しで

年

年には全 額 出 資を解 禁 する方 針を表 明しました。
さらに 年

20

高官や企業関係者と合弁事業の可能性や資金調達に

団を結成、 北京をはじめ複数の地域を訪問し、 政府

に設 立、

る野村東方国際証券有限公司を現地パートナーと共

外資系証券会社による過半超出資の第

月には他の外

関し意 見 交 換を重ねました。この交 流を通じて中 国

け入れを開始、 その後、1982 年

国証券会社に先駆けて北京駐在員事務所を開設しま

年越しの夢をついに実

月に業 務を開 始いたしました。 当 社が中

1

周年と令和元年のお祝

現させることができました。 折しも日 中 関 係が正 常

な軌道に戻り、 両国が建国

しく、本業以外の分野、すなわちホテルやオフィスビ

規制の下、証券業で中国へ本格的に進出することは難

続しておりま すが、 出 資 制 限をはじめとする厳しい

においても、 日 本と中 国 双 方の長 所を生かし、 会 社

ん。 中 国の対 外 開 放の動きをさらに後 押しする意 味

ります。ただ、 今回の開業は一つの通過点に過ぎませ

も新 時 代を迎えられたことを大 変 喜ばしく感じてお

いムード溢れる時期に、野村グループの中国ビジネス

ル事業、現地進出支援コンサルティング事業、リース

として持続的な成長を実現していくことが重要です。

よう、取り組んでまいります。

咲かせ、 金 融 分 野における日 中 協 業の象 徴となれる

の中国での証券ビジネスも、いつか現地で満開の花を

ての来日が実現する見込みです。やっと芽が出た我々

事 業 等を展 開してまいりました。 成 功 ばかりではあ

日中関係の本格的な改善に向けた道筋が見えてき

ております。

は決して諦めず、 果 敢に挑 戦を続けてきたと自 負し

今年の桜が咲く頃、 待望の習国家主席の国賓とし

年 近 くにわたり中 国でのビジネスを継

号案件とな

この好機を捉え、2019 年 月、野村グループは、

の一歩を踏み出すチャンスが到来したと感じました。

も発表されました。時が満ち、長年抱いた夢の実現へ

中に外資金融機関による出資規制を完全撤廃する旨

1

ても歴史に残る一年となりました。 長年の夢であった
中国での証券会社の設立・開業が、ついに実現したの
です。

年 前に遡 りま す。

歴 史を振り返りますと、 野 村 グループにおける中
国 ビジネスの起 源 は、 今 か ら 約

7

国への進出を決めて以来、 約

改革開放直後、 当時の会長や社長を団長に野村訪中

19

12

りませんでしたが、 中 国で本 格 的な証 券 業を営む夢

した。 以 来

40

70

9

の成長可能性を感じた経営陣は、 中国人研修生の受

8

40

21

70

た 2018 年、 朗 報 が 舞い込 みました。 習 国 家 主
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第 回日中民商事法セミナー報告

2

公益財団法人 国際民商事法センター 理事、松尾綜合法律事務所 弁護士

２０１９年度の日中民商事法セミナーは、 年 月 日に施行された中国外商投資法と、中国が国を挙
げて推進するスマートシティ建設という、日本企業の関心の高い つのテーマを取り上げた。法律とハイテク
部門を２つの柱とする日中交流が、今後ますます発展することが期待されている。（本セミナーの詳細記録は、
国際民商事法センターウェブサイトに掲載される予定である。併せて参照願いたい）
1

村の都市化の法律問題や、インフラ整

発展に伴い、取り上げるテーマも、農

始まったが、中国社会、経済の急激な

分担していただき、今回に至っている。

スピーカーの選定、当日の進行等を

分野、先端産業分野でのテーマの選考、

らセミナー共催者となって、ハイテク

下、日中セミナー）は、2019 年

んでいる。そして、毎年開催地を日本

トとして、設立年の 年以来取り組

ODA 事業とは別個に、当財団独自
の事業として、発改委（当初は国家

備のための PPP、PFI の仕組み

月 日、法務省大会議室で開催さ

化してきている。とりわけ、 年、北

れた。本セミナーは、主催 ： 公益財

実施し、一度の中断もなく、今回第

と中国において交互に日中セミナーを

の際、当財団・宮原賢次会長と発改

京で開催された第 回日中セミナー

団法人国際民商事法センター（当財
（発改委）
、共催 ： 法務省法務総合

ミナーには、発改委を代表して副主任

い要望を受けて、純粋な法律、法制

された新しい協議書の下、中国側の強

仲裁法、会社法など日中双方にとって

日中セミナーは、当初、民事訴訟法、

いし、 年の第 回日中セミナーか

る。このため、日中経協に協力をお願

管する法律の分野を越えている面があ

った。このような領域は、当財団が所

テーマの一つとして取り入れることにな

ク分野、先端産業を日中セミナーの

度に関するものにとどまらず、ハイテ

（閣僚級）が出席される慣例であり、

ェトロ）および中華人民共和国駐日
本国大使館という形で実施された。
当財団は、1996 年に法務省の
間からサポートする目的で設立され

共通の基本的な法律情報の交換から

アジア諸国への法整備支援事業を民
た。中国は、ODA の対象国ではな

２．
ハイテク分野の交流と
日中経協との共催

研究所および日中経済協会（日中経

21
今回も林念修副主任が出席された。

24

協）
、後援 ： 日本貿易振興機構（ジ

団）および中国国家発展改革委員会

委・林念修副主任との間で取り交わ

96

回を迎えた。日本で開催されるセ

16

24

7

の検討を取り上げるなど、大きく変

経済体制委員会）をカウンターパー

いが、その重要性に鑑み、特に政府の

1

第 回日中民商事法セミナー（以

１．
日中民商事法セミナー
年の歩み

20

■小杉丈夫

ー中国国家発展改革委員会・林念修副主任来日活動についてー

24

23

総合司会を務める筆者・
小杉丈夫国際民商事法セ
ンター理事

法務省でのセミナー日中関係者集合写真

FOCUS
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３．
第 回日中セミナーのテ
ーマの構成 「外商投資法」
と
「デジタル時代のスマートシ
ティ建設」

緯がある。

日中経協との共催には、このような経
して、第 部は当財団が担当し、第

ーマとして実施することとなった。そ

タル時代のスマートシティ建設」をテ

部は日中経協が担当し、私がセミ

1

国商務部と共に、この法律の立法単位

であり、講師の孔教授は立法に深く

関与された研究者で、正にうってつけ

の発表者であった。孔教授は、まず外

を事前の日中の合意で確定することに

なお、日中セミナーでは、テーマ

代表による挨拶の後、各テーマでの発

大使館・梁林冲参事官の各関係機関

正理事長、中華人民共和国駐日本国

法の立法背景および立法経緯の回顧、

を強調された。そして、①外商投資

の外商投資基本制度を構築したこと

および管理の三方面にわたり、中国

商投資法が、外商投資の促進、保護

なっており、日本で開催する場合は、

表が行われた（セミナープログラムは

中国で開催す

立 し てい る。

いう慣行が確

平野温郎教授がコメンテータ兼進行役

孔慶江教授が講師となり、東京大学・

このテーマについては、
中国政法大学・

学問的疑問点、問題点を提起された。

から、主として、外商投資法の理論的、

のコメントは、平野教授が学者の立場

網羅的かつ詳細に解説された。日本側

解釈、③外商投資法の影響について、

を選ぶことに

コメンテータ

し、中国側が

業法」
（外資三法）に代わるものとし

「外資企業法」および「中外合作企

制定された、
「中外合弁経営企業法」
、

外商投資法は、 ～ 年にかけて

から限られた時間内に、要領のよい回

を提起された。これに対して、孔教授

商投資法の実務的な疑問点、問題点

省法務総合研

副主任、法務

改委・林念修

賢次会長、発

当財団・宮原

セ ミ ナ ー は、

更を要求されている点が、中国に進出

会社法の規定に基づいて組織形態の変

立された企業は、施行後 年以内に

り、とりわけ、外資三法に基づいて設

とっては、極めて関心の高い法律であ

れた。中国に進出している日本企業に

採択され、 年 月 日から施行さ

年 月 日に施行されたが総論的な

によるところが大きい。実施条例も

少なく、今後の中国政府の解釈運用

5

1

1

20

挨拶される当財団・
宮原賢次会長

6

42

このような経緯を経て、今回の第
回日中セミナーでは、日中で協議し
中国側が講演者を選定し、これに対

る場合は、逆

を、曾我法律事務所・住田尚之弁護

（ ）第 部「外商投資法」

に、日本側が

士がコメンテータを務められた。

なる。

究所・大塲亮

している日本企業に緊張感を呼んでい

第 回日中

太郎所長、日

19

る。セミナー主催者の発改委は、中

外商投資法は、 章 条と条文が

答がなされた。

う弁護士の視点から、主として、外

他方、住田弁護士は、中国案件を扱
講演者を選定

②外商投資法の主な内容およびその

た結果に基づいて、第 部として「外

挨 拶 さ れ る 発 改 委・
林念修副主任

て、 年 月 日、全人代において

88

1

15

1

3

20

24

2

1

24

商投資法」を、第 部として「デジ

第 24 回日中民商事法セミナープログラム

1

1

79

1

表 参照）
。

ナーの総合司会と総括を務めた。

2
して、日本側がコメンテータを選ぶと

－

2019 年 11 月 7 日（木）
法務省 大会議室
公益財団法人国際民商事法センター、中国国家発展改革委員会
法務省法務総合研究所、一般財団法人日中経済協会
独立行政法人日本貿易振興機構、中華人民共和国駐日本国大使館
開会挨拶
宮原賢次
公益財団法人国際民商事法センター会長
林念修
国家発展改革委員会副主任
大塲亮太郎 法務省法務総合研究所所長
伊澤正
一般財団法人日中経済協会理事長
梁林冲
中華人民共和国駐日本国大使館経済参事官
国際民商事法センター理事、松尾綜合法律事
総合司会
小杉丈夫
務所弁護士
13:40 ～ 15:40 演題
外商投資法
講師
孔慶江
中国政法大学国際法学院長
進行 / コメンテータ 平野温郎
東京大学教授
コメンテータ
住田尚之
曾我法律事務所弁護士
15:50 ～ 17:50 演題
デジタル時代のスマートシティ建設
单志広
中国国家情報センター情報化・産業発展部主任
講師
進行
杉田定大
一般財団法人日中経済協会専務理事
コメンテータ
山村真司
日建設計総合研究所理事上席研究員
富士通政策連動ビジネス推進部シニアマネージ
コメンテータ
周意誠
ャー、早稲田大学理工学術院客員上級研究員
国際民商事法センター理事、松尾綜合法律事
17:50 ～ 18:00 総括
小杉丈夫
務所弁護士

中経協・伊澤
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開催日
会 場
主 催
共 催
後 援
13:00 ～ 13:30
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の整備や公正な法規の運用を期待し

ものであることから、今後の実施細則

空白の分野に着々とプロジェクトを進

が白紙のキャンバスに絵を描くように、

セミナーも、第 回セミナー以来

経協の協働という新しい形態での日中

（ ）第 部「デジタル時代のスマー

たい。

ートシティを構想・構築しようとして

情にとらわれ、その延長としてのスマ

庁の思惑と、既存のインフラ整備の実

行させているのに対し、日本は、各官

さらなる交流を期待したい。第 回

してきた。新しい試みによる日中間の

を両輪とする方式が、ようやく定着

回目となり、法律分野とハイテク分野

22

日中セミナーは、 年北京で開催さ

第 24 回日中民商事法セミナーの様子

いるように感じられ、このようなそも

3

トシティ建設」
第 部の「デジタル時代のスマート
シティ建設」のテーマについては、前述
のとおり日中経協が担当され、日中
経協・杉田定大専務理事が進行役を
務められた。そして、発改委傘下の
中国国家情報センター情報化、産業

せられた。そして、国際標準策定につ

みの遅れの一つの大きな原因と実感さ

そもの出発点の違いが、日本の取り組

さらなる深化を目指したいと思う。

よく聞きながら、課題を改善しつつ、

のあり方については、中国側の意見も

れる予定である。日中セミナーの今後

表され、これに対して、日本側から株

家的実験であることを実感させる発表

の様々な政策を組み込んだ壮大な国

印象を受けた。

の協力を阻害している一因であるとの

析、④中国新型スマートシティの発展

国新型スマートシティ建設の評価と分

国スマートシティの発展と政策、③中

ィの概念と内包に対する認知、②中

单主任の発表は、①スマートシテ

務められた。

シニアマネージャーがコメンテータを

国際標準活動
（ISO）
を取り上げて、

くつかの項目について比較したうえで、

マートシティ評価・開発指標など、い

導、②スマートシティの将来像、③ス

ートシティの発展を、①政府の政策誘

周シニアマネージャーは、日中のスマ

る考え方を報告された。これに続いて、

た諸々のプロジェクトとその基礎にあ

中国ビジネスへの関与と同社の手がけ

れるか懸念したが、中国側発表者に

半日のセミナーで十分な議論が尽くさ

りなく終了した。盛り沢山の内容で、

機応変の適切な議事進行により、滞

た平野教授、杉田専務理事による臨

発表があり、進行役を務めていただい

基づいた、制限時間内のコンパクトな

と日本のコメンテータの周到な準備に

の日中セミナーは、中国側の発表者

当財団と日中経協が協働した今回

した。

境改善条例」を 年 月 日に公布

テーマである外商投資法と同時に 年

中国国務院は、今回のセミナーの

活動の背景と活動概要を報告する。

企業訪問などの活動をされたが、その

ー出席以外にも精力的に行政機関・

林念修副主任一行は、日中セミナ

５．「ビジネス環境改善条例」
と発改委・林念修副主任一行
のその他活動について

いても、このような両国の基本的な立

式会社日建設計総合研究所・山村真

であった。日本側コメンテータとして、

脚点の違いが、この分野における両国

司理事上席研究員と、富士通株式会

山村理事は、 年以来の日建設計の

方式と方向転換の特徴、⑤中国新型

日中のそもそもの出発点、アプローチ

23

20

月 日に施行された「ビジネス環

10

1

けでなく、中国社会に存在する種々

単なるテクノロジーのイノベーションだ

の取り組みは、経済産業省、総務省、

スマートシティについての日本政府

したセミナーになった。当財団と日中

らの質問も受けることができて、充実

にも丁寧に回答をいただき、フロアか

は、日本側コメンテータの多くの質問

府機能の徹底的な転換を促進、安定

に関する政策決定指示の最適化、政

改革を着実に遂行し、ビジネス環境

理の強化、サービスの最適化・向上）
」

服（行政簡素化と権限委譲、監督管

本条例は、国務院が進める「放管

19

1
国土交通省と各々別々である。中国

5

な課題解決と、それに対応する政府

スマートシティ建設情勢の展望、の

つの項目を網羅的にカバーするもので

の違い等を説明された。

４．
総括

社政策連動ビジネス推進部・周意誠

発展部・单志広主任が講師として発

25

2

あった。中国のスマートシティ構想が

70

20

2

2

4
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援状況などの説明を受けるとともに、

大田区で創業以来 年、独自の技術

と独創的な発想、日本のモノづくりの

状況把握および匠（職人）の技やそ

2

業務の見学を行った。

また、筆司の卓越した「技」
、熟練

心で、カシメ機（リベッティングマシン）

を製造販売している株式会社弘機商

の職人たちによる丹精込めた筆作り

粧筆工房株式会社竹宝堂や、熊野筆

会を訪問視察した。また JXTG エ

その後、林念修副主任一行は広島

事業協同組合、杜氏熟練の技を確実

により、世界有数の化粧筆メーカー

に移動し、行政サービス関連の視察の

に伝承し、安全・安心な最高品質の

ネルギー ENEOS 横浜綱島水素ス

ため広島市役所を訪問した。小池信

日本酒を酒造している東広島市西城

として高い信頼を得ている熊野町の化

之副市長と会見の後、広島市の市民・

の賀茂鶴酒造株式会社を訪問した。

テーションの視察も行った。

企業への行政サービスにつき説明を受

林念修副主任より、今回の一連の

活動を通して、日本の地方公共団体

による住民に対する行政サービスや中

小企業の育成・継承支援の状況につ

き理解を深めると同時に伝承と革新、

5 JC ECONOMIC JOURNAL 2020.2

卓越を追求する職人の精神を身近に

感じた。この度の活動は短い時間では

あったが、内容が豊富で多くの収穫が

あったとのご所見をいただいた。

（ の執筆は、日中経済協会調査部プロジ

ェクト担当部長 畑田好朗）

5

けるとともに、中区役所市民課の窓口

株式会社弘機商会にて高原隆一社長（正面）
、
川原政人工匠（右）から説明を受ける林念修
副主任（左）

80

は、この条例制定にも深く関与された

（出所）JCEA 中国経済ニュース 19 年 10 月 24 日号、中華人民共和国国務院令第 722 号

的で公平かつ透明性が高く予測可能

法治保障

の伝承による独自製品の製造企業に

第六章

法的保障。ビジネス環境改善に関する措置が現行の法律法規の規定に関わるもの
は、法的授権の手続きを取った後、先行試行して良い。企業の経営活動に密接に
関わる行政法規や規範の制定の際は、企業や業界団体の意見を聴取する。パブコ
メ実施の際、その期間は 30 日を下回らない。実施に当たっては適切な猶予期間
を設ける。行政担当者、公共事業企業、業界団体などに対する禁止事項を列記。

4

方々である（条例要旨は表 参照）
。

第五章

管理監督の方法を改善・規範化する。国は公開で透明な管理監督の規則と基準を
制定する。「抜き打ち検査と情報公開」の原則に従い、市場監督分野の行政検査を
管理監督と法執行 行い、その情報を公開する。他部門にわたる検査は併合して行う。新興産業に対
しては包摂的で慎重な管理監督を行う。インターネットやビッグデータ等を応用
し、監督情報の収集・共有・統合を強化し、管理監督のスマート化を推進する。

なビジネス環境構築を加速、市場の

行政サービス

関心を持たれていた。東京では、大田

第四章

行政サービスの向上。提出書類の軽減、行政執行上の自由裁量権の縮小、窓口ワ
ンストップサービス、事務手続きの規定時間内完了等の作業を進める。行政サー
ビスの全国一体化オンラインサービスを構築する。電子化証明書の普及を図る。
行政許可のリスト化管理制度の準備を急ぎ、適時、リストを公表する。

林念修副主任は、
「ビジネス環境改

市場環境の改善。「企業登記と営業許可の分離」により企業設立手続きの簡素化を
進める。市場参入に当たっては全国統一のネガティブリスト制度を採用する。減
税と企業負担費用削減政策を着実に実行する。商業銀行の民間企業や中小企業に
対する不利な取り扱いを厳禁する。企業の登記抹消の手続きを簡素化する。

活力と社会の創造力の一層の活性化を

市場環境

区内の中小企業を中心に支援している

第三章

善条例」第 章行政サービスに関連

全ての企業は政府の支援政策を平等に享受する。
企業の自主権・財産権を保護する。
知的財産権侵害への懲罰的賠償制度を設け、知的財産権保護を強化する。企業の
業界団体への加入は自由意志とする。

図るために制定された。外商投資法

市場主体の保護

公益財団法人大田区産業振興協会を

第二章

し、日本の各行政機関による市民サ

総則

とともに外資企業にとって重要な条例

第一章

ビジネス環境改善の原則と方向性の明確化。
ビジネス環境改善の作業では、
市場化、
法治化、国際化の原則に立ち、企業側のニーズを方向性とする。政府の市場活動
への直接的関与は最小限に留め、事中事後の管理監督を強化する。外資・内資は
平等に取り扱う。企業の投資・創業に対し、安定・公平・透明・予測可能なビジ
ネス環境を提供する。各地方政府はビジネス環境改善への取り組みを強化する。

訪問し、協会の機能・運営・企業支

主な内容

ービス・中小企業の育成・支援策の

中国ビジネス環境改善条例（2020 年 1 月 1 日施行）

であるが、今回の林念修副主任一行

表2

広島市・小池信之副市長（右）と会見す
る林念修副主任（左）
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な交流・協力の枠組みの一つと

体会議では、日中間の具体的

火力発電所の効率向上、水処理や土

たこととなる。水素を活用した事業、

ると、388 件の協力事業を創出し

全

して認識されている本フォーラムにつ

壌汚染対策のほか、地方自治体によ

本フォーラム全体会議の前日である

展が期待されるものも多い。

る協力の枠組み協定など、今後の進

いて、双方が過去 回にわたり開催

した成果を高く評価したうえで、今

後も地球規模の課題解決に向けた両

国の協力のさらなる強化について確認

日には、日中の多くの企業が参加

中国側からも、政策対話の強化や具

野を拡げていく姿勢が強く示された。

時代のニーズに即して協力分野のすそ

ラスチックごみ問題への取り組みなど、

開発や、カーボンリサイクル、海洋プ

は、水素に代表される新エネルギー

ブースでは日中双方の担当者による熱

技術をプレゼンテーションする中、各

術や廃プラスチック資源化などの最新

加した。日本企業 社が水素関連技

中国側からは 社・約 100 人が参

われた。日本側からは 社・約 人、

したマッチング交流会が 年ぶりに行

した。また日本側の官民関係者から

体的な成果への期待感が示された。

7

12

省エネ促進、循環経済の６分科会が

クリーンコール技術と石炭火力発電、

電動化・スマート化、日中長期貿易、

れた水素分科会をはじめ、自動車の

分科会は、今回から新たに創設さ

認した。

うとともに今後の協力をあらためて確

係者が集まり、正式な文書調印を行

半数にあたる 件のプロジェクトの関

今回発表された日中協力案件のうち

心な交流が行われた。また同日には、

件が披露された。過去 回のフォー

案件として、本フォーラムにおいて

的な協力促進のために交わした調印

日中間の企業や各機関などが具体

開された。

はじめ、企業間の個別交流などが展

テーションやパネルディスカッションを

開催された。各会場では、日中双方

50

2

24

■梶山 弘志

80

の政府関係者、企業によるプレゼン

5

たし、今回を含めた 回のフォーラム

課題の解決に向けて大きな役割を果

される中、本フォーラムは地球規模

取り組みが期待

バルな 課 題への

国によるグロー

現在、日中両

経済産業大臣

13

で計 388 件の協力案件が創出され

13

26

ラムにおいて発表された案件と合わせ

12

全体会議

日2019 年 12 月 8 日、東京にて「第13回 日中省エネルギー・環境総合フォーラム」を開催した。全体

中経済協会は、経済産業省、国家発展改革委員会、商務部、中国駐日本国大使館との共催で、

会議には、日本側から梶山弘志経済産業大臣、松本洋平経済産業副大臣、小泉進次郎環境大臣、宗岡
正二日中経済協会会長、髙橋泰三資源エネルギー庁長官、中国側から張勇国家発展改革委員会副主任、
李成鋼商務部部長助理、孔鉉佑中国駐日本国特命全権大使をはじめ、両国政府・企業・団体・専門家等、
官民合わせて約 800 人
（日本側約 500 人、中国側約 300 人）
が参加した。

水素エネルギーや海洋プラスチック
ごみ問題などの分野における
新たな協力モデルの構築
第13回 日中省エネルギー・環境総合フォーラム

6
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第13回 日中省エネルギー・環境総合フォーラム

IoT 等のデジタル技術を活用した新

た。省エネ分野では、今後は AI や
た背景により、今次本フォーラムで初

に向けたポテンシャルがある。こうし

よる二酸化炭素排出量の大幅削減の

等のノウハウ、ペットボトル再利用に

ていく。

強化、といった業務を重点的に展開し

周年を迎え、

技 術がある。さらに、

中国は 年に建国

めて「水素分科会」を設置した。新

年 １ 月に、

たな技術での協力も進めていきたい。

年３月の「水素・燃料電池戦略ロー

のブレイクスルーが鍵となる。日本の

カーボンリサイクルなどの革新的技術

「海洋プラスチックごみ問題をはじ

長と環境保護の両立を目指したい。

のようなイノベーションによる経済成

む世界と連携し、カーボンリサイクル

要であることから、我が国は中国を含

題の解決に貢献したい。

どを通じて知見や経験を共有し、問

フォーラムやその他官民の各種対話な

が新たに立ち上がった。日中両国が本

）
という企業の連携やイノベー
Alliance
ションを加速させるプラットフォーム

方の省エネ・環境分野における協力を

出していくだろう。この状況で日中双

建設もグリーン発展のメリットを引き

の機会をもたらし、中国の生態文明

強化するためには、①政策対話の強

ている。日中両国の企業に新たな協力

ドマップ」策定や、９月に第２回目を
めとする循環経済」については、日

生態文

拓、④人的・文化分野における交流・

場協力を見据えた国際市場の共同開

化、②実務協力の強化、③第三国市

明建設は

協力の強化、が必要である。

チェンジする中、先日行われ

済が質を伴う発展にモデル

務を重視してきた。中国経

して省エネ・環境分野の業

展の根幹であり、中国は一貫

論を深め、日中双方が省エネ・環境

新たな技術、モデル、状況について議

ムの開催や、グリーン発展に関連する

クトが調印された。今後も本フォーラ

催した 回で 362 件の協力プロジェ

ムでは多くの成果が生まれ、過去に開

を収められるよう促進していく。

環境大臣

環境省を代表

して、 あらため

て日本と中国と

と海洋プラスチック問題を含めて、
「日

世界の気候変動

の強化、③資源の高効率利

中が動けば世界が動く」といった決意

全面推進、②生態環境保全

後は、①グリーンな発展の

が打ち出された。そこで今

然の調和と共生維持の方針

会議）では、制度面からの

12

水素分野での取り組みについては、

開催した「水素閣僚会議」などが挙

■張勇

人類の永

年から開催されている本フォーラ

た四中全会（中国共産党第

分野で協力し、さらに実務的な成果

続的な発

期中央委員会第 回全体

06

■小泉進次郎

4

19

１．日程：12 月 7 日（土）～ 8 日（日）
２．会場：ホテルニューオータニ、東京ガーデンテラス紀尾井町紀尾井カンファレンス
３．参加者数：約 800 人（日本側約 500 人、中国側約 300 人）
４．全体スケジュール
12 月 7 日（土）
【日中企業マッチング交流会】
司会：今村健二 日中経済協会関西本部事務局長
主催者挨拶
日本側：杉田定大 日中経済協会専務理事
国家発展改革委員会 資源節約・環境保護司
中国側：馬維晨
環保処調研員
【協力プロジェクト文書事前調印式】
司会：信澤健夫 日中経済協会事業開発部長
立会人 日本側：山崎琢矢 資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部政策課長
中国側：陸冬森
国家発展改革委員会 資源節約・環境保護司循環
経済処長
12 月 8 日（日）
【全体会議】
開会挨拶・基調講演
司会：伊澤正
日中経済協会理事長
梶山弘志
経済産業大臣
張勇
国家発展改革委員会副主任
小泉進次郎 環境大臣
李成鋼
商務部部長助理
宗岡正二
日中経済協会会長
孔鉉佑
中華人民共和国駐日本国特命全権大使
日中協力モデルプロジェクト文書交換式
日中の省エネ・環境分野における協力の進展について
司会：杉田定大
日中経済協会専務理事
髙橋泰三
資源エネルギー庁長官
来賓講演（日中企業幹部）
公門恒夫
パナソニック株式会社アプライアンス社 常務 燃料電池・
水素事業担当
余衛平
中国中車集団有限公司 副総裁
内貴研二
サントリーホールディングス株式会社 コーポレート
サステナビリティ推進本部専任部長
李永成
北控水務集団有限公司 董事局主席
閉会の辞 伊澤正
日中経済協会理事長

国家発展改革委員会副主任

本には廃プラスチックからの水素製

中国市場の一層の拡大・開放に注力し

70

げられる。また、中国には豊富な再

興国の成長には今後も化石燃料が必

19

造技術、海洋生分解性プラスチック

「脱炭素社会」の実現には、水素や

（ Clean Ocean Material

19

生態文明制度整備、人と自

19

用推進、④生態保護修復の
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の取り組みでは、海洋プラスチックご

を共有したい。日本における環境分野

■李成鋼

の協力も楽しみにしている。

に高まってきている観点からも、今後

回ま

でに 362 件の

では過去

本フォーラム

商務部部長助理

み問題について、 年 月に開催され
）
」や、
「第 回日中環

境ハイレベル円卓対話」で協力の拡大・
協力案件が創出

量を実質ゼロにする方針を宣言してい

協力と多岐にわたり、より多くの分野

経済成長と資源・環境の関係を両

での新たな発展のチャンスをもたらし

業の取り組みは世界でトップクラスで

立させることは、持続可能な発展にお

る。地方自治体というノンステートア

あり、気候関連財務情報開示タスク

ける大きな課題である。中国商務部

フォース（
）認
（ Science Based Targets
（１００％再

エネ導入）参加企業数は、アジアにお

な商品・サービスが中国市場に入る

路建設」の推進、③グローバルで良質

ン投資の奨励、②グリーンな「一帯一

いて日本が全て 位である。大気汚染

ための機会創出、④循環経済・グリー

の「第 回日中韓三カ国環境大臣会

6

合」にて中国と覚書に署名した。生

た省エネ・エコ分野の協力推進、に取

施、⑤日中長期貿易の体制を利用し

物多様性については、

に中国で開催される。ポスト の目標
において愛知目標や名

を決める重要な年であり、日本も
年の

日中関係はハイレベルな往来のもと
で、良好な発展を遂げている。中国
は 年に建国 周年を迎え、日本は
令和の時代となる中、日中関係には、

古屋議定書をまとめた経験を踏まえ、
この議論を積極的に支援し、気候変

新たな発展の大きなチャンスがある。

70

C
O
P
20 15

動と生物多様性のリンクも昨今急速

19

20
10

り組んでいく。

が 年

ン消費促進のための新たな措置の実

については、 年 月に中国・蘇州で

定企業数や

は、①開放のさらなる拡大と、グリー

）への賛同企業数、

ている。

技術、政策対話、投資、第三国市場

を牽引している。これらの案件は製品、

深化を確認した。気候変動対策につい
取り組みを進めており、現時点で
自治体が 年までに二酸化炭素排出

27

され、省エネ・環境保護分野での発展

合（

た「第 回日中韓三カ国環境大臣会

11

ては脱炭素化に向けて自治体単位で

3

1

18

したい。①政策対話の強化による省エ

そこで私からは、次の点について提案

も拓かれている。

さらには第三国市場への展開という道

当協会が 年 月に派遣した合同

9

な発展への寄与、③最先端分野での協

深化と、両国のグリーンで持続可能

た協力推進、②地方での実務協力の

寧省大連市、 月に江蘇省蘇州市で

をお願いした。また、同年 月に遼

におけるビジネス環境のさらなる改善

訪中代表団では、李克強総理に中国

19

力強化と技術イノベーションおよびグ

ネ・エコ分野での質の高い発展に向け

水素エネルギーや海洋プラスチックごみ問題などの分野における新たな協力モデルの構築

場の共同開拓と、各国の期待に応えて

リーン発展の融合推進、④第三国市

に水素分科会を設置したほか、既存

催した。今回のフォーラムでは、新た

本フォーラムに向けた技術交流会を開

で、 世 界 経 済 全

た な 発 展の一方

日中関係の新

活動の積み重ねが、本日のフォーラム

論を行う。このような地道な交流や

ク再資源化といった新時代に向けた議

ICV、循環経済分科会のプラスチッ

の分科会においても、自動車分科会の

体の先 行きが不

の成果につながることを期待している。

日中経済協会会長

透明な状況が続いている。その中で、

■孔鉉佑

中華人民共和国駐日本国特命

新エネルギー開発、温室効果ガス排

全権大使

「緑水青山こ

そが金山銀山」

とい う 新 た な

大市場・デジタルエコノミーの融合に

る。日本のノウハウ・経験と中国の巨

リットをもたらす仕組みが必要であ

ビジネス拡大や企業経営に経済的メ

ぼす側面があるため、対策を講じつつ、

策は企業の生産活動に負の影響を及

が求められている。また、同分野の対

著である。今後も、パリ協定の履行や

燃料の比重増加など、その効果が顕

も、二酸化炭素排出量削減や非化石

資源の節約や気候変動への対応として

おいて、前向きな成果を得た。また、

の構築、生態文明メカニズムの構築に

システムの保護、グリーン発展モデル

で、資源の節約や環境保護は、生態

発 展 理 念 の下

より、新たなビジネスチャンスの創出、

域によるグローバルな協力体制の構築

ている。そのため、より多くの国・地

もまた地球規模で対峙する問題となっ

ど、省エネ・環境分野における問題

出削減、海洋プラスチックごみ対策な

■宗岡正二

いく。

8

12

19

クターの取り組みに加えて、日本の企
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境の保護を推進し、人類の美しい未

放推進の中で質を伴う発展、生態環

多国間主義への支持を通じて、改革開

は、①モデル事業の FS 調査や実証

みが深化するよう、日本政府として

の省エネ・環境分野で企業間の取り組

進出した事例も出てきている。日中間

パナソニック

ライアンス社常務 燃料電池水素事業担当

■公門 恒夫

株式会社は つ

に貢献していきたい。このような可能

じて、中国をはじめ世界の環境革新

ムで培った小型分散型発電の分野を通

リットが生まれるが、当社はエネファー

パナソニック株式会社アプ

来を創造したい。

促進において重要な役割を果たし、省

経済と技術分野での交流、実務協力

催してきた。本フォーラムは、両国の

ラムは 年に開始し、これまで 回開

日中省エネルギー・環境総合フォー

を、中国を含む国際社会と連携して

スチックごみを含む環境問題への対応

対話を加速させること、③海洋プラ

会を第一歩とし、官民での日中間水素

こと、②本フォーラム新設の水素分科

への支援を引き続き積極的に実施する

クは家庭用燃料電池・エネファームを

東アジア社」を新設した。パナソニッ

な意思決定に対応すべく、
「中国・北

が担っている。中国でのスピーディー

料電池・水素事業はアプライアンス社

で、そのうち燃

のカンパニー制

■余衛平

た安価な水素の登場に期待したい。

剰電力の水素変換による再活用といっ

ては国・地域の支援、副生水素や余

わないという問題があり、これについ

性を有する一方で、経済的コストが合

商業化し、最新モデルでは 台で二

ネルギーの需要

今、世界のエ

中国中車集団有限公司副総裁

エネ・環境産業の国際的な活動の模
取り組みを強化していく。

ネス環境改善に多大な努力を払ってお

ることができ、地球環境に貢献してい

しい革命が起こ

と 供 給 には 新

立する「カーボンリサイクル」が挙げ

り、従来の化石燃料からクリーンエネ

酸化炭素を年間約 ・ トン削減す

価をいただいている。日中両国の同分

る。燃料電池については、日本国内で

テーマとして、経済成長と環境を両

今後日中間で協力を進めていきたい

範となっている。中国は今まさにビジ

7

られる。 年 月には、世界で初めて

り、日本の経済界からも前向きな評

1

野をはじめとする様々な分野での協力

4

12

態文明、人類運命共同体の建設によ

ズムを充分に活用し、グローバルな生

企業は同分野での交流と協力のメカニ

には、大きな可能性がある。両国の

サイクルを大きな潮流としていくこと

議長国サウジアラビアと、カーボンリ

ラリアとの協力および、 年の G

際会議を日本で開催した。オースト

となるカーボンリサイクルに関する国

や沿岸部の副生水素が豊富にあるこ

い一方、未利用の再生可能エネルギー

中国においては石炭火力の比率が高

ク単独で累計 万台とトップシェアを

普及している 万台のうち、パナソニッ

している。その中で、水素エネルギー

ルギーを主とするエネルギーにシフト

中国では、 年に全エネルギー消

る。

技術の利用は世界各国で注目されてい

は重要な役割を果たしており、その

り大きな役割を果たし、新たな時代

に合意しており、 年以降は中国と

本フォーラム

ビジネスチャンスを生み出す。日中両

決に多様なアプローチがあり、多様な

面する大きな課題である一方、その解

省エネ・環境問題は国際社会が直

能エネルギーの大規模導入が必要で、

目標を掲げているが、これには再生可

に ％削減（GDP 比）という高い

はパリ協定で温暖化ガスを 年まで

テンシャルは高いと考えている。中国

とから、水素を用いた環境革新のポ

利用が実現している。中国は水素を

交通運輸や工業などの分野で普及・

近くに引き上げる予定である。水素ス

させ、年間需要量を 6000 万トン

費に占める水素の割合を ％に向上

テーションは既に 万カ所以上あり、

10

料電池の導入にあたっては、電気と熱

可能エネルギーの規模が今後増大す

30

ると、中国はその主な供給国となる。

1

資源エネルギー庁長官

において調 印さ

国がそれぞれの強みを活かして引き続

誇る。

のニーズにふさわしい日中関係のため

■髙橋泰三

れた事業は、今

いに貢献できると確信している。

世界で最も多く供給しており、再生

20

水素が重要な役割を果たす。水素燃

50

20

き協力を進めることで、問題解決に大

20

17 33

の効率の両方を効果的に使う事でメ

60

しい。

の協力も進めていきたい。

9

により強力な原動力を生み出して欲

19

回を含めて合計
388 件に達した。その中には、中
国国内にとどまらず、第三国へ共同で
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よそ 割が海外で資源化されており、
廃プラスチックの輸入規制が導入され

連会社の立ち上げに取り組み、産業

ほか、関連産業のためのファンドや関

燃料電池の研究開発に成功している

力している。また、乗用車向け水素

燃料電池の関連部品産業の発展に注

動 力システム、 水 素の貯 蔵・運 搬、

事業とし、その中で水素を利用した

てをリサイクル素材のみで賄うことは

クル工程での歩留まりなどもあり、全

目指している。ペットボトルはリサイ

なわち「１００％サステナブル化」を

素材から作られたものとすること、す

素材あるいは植物由来原料１００％

するペットボトルは全て、リサイクル

当社は、 年までにグループで使用

炭素排出量を ％削減可能な「フレー

展に貢献していきたい。

北控水務集団有限公司董事局

バル市場を共同で開拓していきたいと

考えている。当社は従来型の投資のみ

を行うモデルから投資、技術、人材、

データという つの分野を組み合わせ

の保護を手がけ、

節約、水質環境

く実務的な協力を展開していきたい。

展を遂げてきた。日本企業とも幅広

るモデルに転換することで、大きな発

当社は水資源

直 近の 年 間で

マッチング交流会

月 日、日中省エネルギー・

あたり 万 8000 トンの再生水を

初となる再生水工場を建設し、１日

社はシンガポールに中国企業としては

「マッチング交流会」を開催した。日

ラムとしては 年以来の 回目となる

環境総合フォーラムのプログ

げ、排水の再利用を推進している。当

再生水の科学技術ブランドを立ち上

提供し、また、
「AQENT」という

するためのインフラやソリューションを

でないウルムチで再生水を貯蓄・利用

代表的な事業として、水資源が豊か

年平均 ・ ％の成長を続けている。

主席

■李永成

水素エネルギーや海洋プラスチックごみ問題などの分野における新たな協力モデルの構築

トラリアなど つの国と地域で様々な

とでポルトガル、マレーシア、オース

生産している。この他、一帯一路のも

がマッチングを通じてビジネスにつな

プレゼンテーションを交え、日中企業

本企業による技術やソリューションの

の汚水・汚泥処理、②雨水のオーバー

日本との協力については、①都市部

心に、 社の約 100 人が、日本側

進、循環経済の各分科会参加者を中

国側からは日中長期貿易、省エネ促

がるネットワークづくりを行った。中

フロー・汚染の抑制、③排水のスマー

からは 社の約 人が参加した。

プロジェクトを推進している。

ト管理とごみの分別・処理・資源化、

④人材交流・研修、といったプロジェ

クトを展開している。これらのほかに、

●開会挨拶

務理事が開会挨拶に立ち、
「今回で

冒頭、日中経済協会・杉田定大専

の開発利用、精密計測機器の製造、

回目となるマッチング交流会は日中間

日本企業とともにクリーンエネルギー

ヘルスケア産業といった分野でグロー

10
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水素は幅広い分野に利用でき、中国
内では産業化するための基礎が既に構
る各国の現状などを考慮すると、今
後国内でのリサイクルの拡大が課題と

築されている。
当社では、軌道交通分野の既製品

チェーンの構築と優良な企業の育成を

難しいため、そこを補うため１００％

この水準の高さは、消費者・行政・

2

なっている。

目指している。日本とはグローバルな

植物由来素材からペットボトルを製造

事業者それぞれに役割があり、その仕

ク to
プリフォーム（ F to）
」
P 技術も
開発した。今後も海外への展開を含め、

10

製造およびソリューション提案を基本

市場開拓を見据え、技術や資本など

ともに進めており、 年には実用化で

する技術開発を米国ベンチャー企業と

■内貴研二

きる見通しだ。また、リサイクル手法

の方面で協力を展開したい。

株式会社コーポレートサステナビリティ推進本

のイノベーションとして、協栄産業と
協働し、メカニカルサイクルによって

サントリーホールディングス

部専任部長

日 本では使 用

なボトルを生み出す「ボトル

使用済みペットボトルを再生し、新た
・

組みが容器包装リサイクル法で担保さ

幅広いステークホルダーの皆さまとと

さらに進め、ボトル製造時の二酸化

ル（ B to）
」
B の技術を日本で初めて
開発・実用化した。一昨年、これらを

ボト
to

済みペットボトル
の回 収 率 が

％と高い水 準

にあり、同じくリサイクル率も ・

％と米国や欧州を大きく上回る。

れていることに起因する。一方で、回

4

7

41

3

もに、ペットボトルのリサイクルの発

12

7

7

23

17

50

92
84

22

30

25

24 80

2

収された使用済みペットボトルのお

2
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首脳間の往来によって両国の経済交流

されており、このような活発な日中

頃には習近平国家主席の訪日も予定

機会であること、また来春の桜の咲く

でのビジネス展開を促進する重要な

なる実績につながるよう努めたい」と

な協力を深化させ、双方企業のさら

との省エネ・環境分野における実務的

できる」と発言した。さらに、
「日本

本は、中国と広範囲にわたり協力が

る、ためる、つかう」

作所 ： 水素の「 つく

②株式会社堀場製

いて。

ギー管理システムにつ

分野における実証

力強く述べた。

●企業プレゼンテーション

が一層深化していくことを強く希望す
る」と述べた。続いて国家発展改革委
員会資源節約・環境保護司環保処の
日本企業 社が、以下の通り自社
の概要・技術・製品等に関するプレ

研究開発から実用化
までの分析計測技術に
ついて。
③日本電産（中国）
有限公司 / 日本電産

①富士電機株式

人化、5G、の各分野での日本電産

ネ、物流の省人化・自動化、農業省

波―電気自動車（EV）
、家電の省エ

面談した日本企業もあった。

行い、中には 社にのぼる中国企業と

た商談ブースで積極的にマッチングを

会 社 ：「

の省エネ、高効率モーターとコア技術

交流会終了後、日本側からは、
「信

日本の技術導入に積極的であったた

テップ」による省エ

④ WEF 技術開発株式会社 ： 空

め、効率的・効果的なマッチングで

頼できる中国企業が多く、中国側が

気中の酸素から活性酸素を生成し、

あった」
、「このようなマッチングのプ

について。
たエネルギー供 給
を実 現 するエネル

その活性酸素のみで生ごみを減容・乾

ラットフォームを利用できて良かった」

化・油化による「処理費用の低減」と

⑤国際環境技研株式会社 ： 減容

業の詳細を把握できればより効率的

感想が多かったほか、事前に日本企

らは、交流会は有意義だったという

などの感想が寄せられた。中国側か

「収益化」が同時に可能となる廃棄

であったという提案もあり、今後も

●マッチング交流

込みがうかがえた。

（事業開発部）

ジネス協力を進めていこうという意気

継続して技術交流を深め、日中のビ

プラスチック（PL）の油化還元装置

ついて。

燥化する有機廃棄物分解処理装置に

ネに基 づく安 定し

3

26

馬維晨調研員が、
「近年中国は生態文
明建設、グリーン発展を積極的に推
ゼンテーションを行い（発表順。表

名刺交換が盛んに行われた

は名刺交換のほか、会場に設けられ

マッチング交流会には日中合計約 150 人が参加

つのス

株式会社 ： これから到来する つの

5

プレゼンテーション終了後、参加者
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1

3

について。

堀場製作所プレゼンテーション

5

次第：日本語発言のみ中国語逐語通訳
15:30 ～ 15:40 開会・主催者挨拶
日本側：日中経済協会専務理事 杉田定大
中国側：国家発展改革委員会資源節約・環境保護司環保処調研員 馬維晨
15:40 ～ 16:30 日本企業による技術プレゼンテーション
1.
富士電機株式会社北京事務所 趙婉寧
「グリーン産業と生態エネルギーの運用」
2.
株式会社堀場製作所産学官連携推進室担当部長 林奨
「HORIBA の水素社会への貢献」
3.
日本電産（中国）有限公司／日本電産株式会社副総裁 林濱
「日本電産 会社概要紹介」
4.
WEF 技術開発株式会社代表取締役 青山章
「有機廃棄物分解処理装置「α -Gaia」の紹介」
5.
国際環境技研株式会社代表取締役 小池清仁
「廃棄プラスチックの減容と資源化」
16:30 ～ 17:30 自由交流（企業マッチング商談、名刺交換等）

進しており、省エネ・環境保全分野で

主催：日本側：経済産業省、日中経済協会

中国側：国家発展改革委員会

参照）
、中国側もメモを取りながら熱

進行：日中経済協会関西本部事務局長

今村健二

は広大な市場が開けている。同分野で

会場：東京ガーデンテラス 紀尾井町紀尾井カンファレンスセミナールーム A B

心に耳を傾けていた。

日時：2019 年 12 月 7 日（土）15:30 ～ 17:30

先進的な技術と管理経験を有する日

表 1 マッチング交流会開催概要
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分科会

水素分科会

●各分科会の発表資料
（公開分のみ）
掲載中。 https://jcpage.jp/f19/

となる「水素」をメインテーマとした分

この両国が、今次フォーラムでは初めて

や、民間レベルでも取り組みを進めている。

地方レベルでの水素産業発展計画の推進

めている。一方中国では、長江デルタなど

関係各国と歩調を合わせて取り組みを始

るなど、官民が水素社会の実現に向けて

の国家発展改革委員会ハイテク司新興産

たいと述べた。これに対し、中国側議長

意見交換が活発に行われることに期待し

くの取組事例や課題について、情報共有・

宜にかなっており、この分科会を通じて多

科会を立ち上げることができたことは時

まっている中で、日中両国による水素分

挨拶で、国際的に水素に関する機運が高

いる点を紹介。東風汽車は、中国ではバ

スやトラックなどの大型の FCV が多い

た、国際エネルギー機関（IEA）や G

説明があった。中国広核研究院は、水素

充填ステーションの普及状況などについて

（２）水素の製造・輸送・貯蔵における取組

の安全性について、安全理念が重要であ

中国側からは、国家能源局科技司装備

東芝エネルギーシステムズから、福島

して議論することで、世界各国との協調

処・張副処長から、中国は「質」重視の

県浪江町にて建設中である再生可能エネ

る点を指摘した上で、関連の研究を実施

成長パターンに転換している中で、水素

ルギーと水素を組み合わせた世界最大級

的な発展に向けて取り組んでいる点を紹

関連技術の研究・開発を行っているとの発

の

しているなどの紹介を行った。

言があった。他方で、コスト面などの課題

である「福島水素エネルギー研究フィール

介した。

がある点に言及しつつ、水素に関して先進

ド（

）
」について説明した上で、

プロジェクトの研究施設
Power to Gas

的な取り組みを実施している日本と共に、

を強化していきたいと述べた。

水素や燃料電池における技術交流・協力

水素産業開発の見通しを説明しつつ、技

の紹介があった。国家電投集団からは、

水素関連で中国企業とも提携していると

展開しているなどの紹介があった。

術開発、輸送、供給ネットワーク構築を

２．
民間セッション

同セッションでは、日中両国の４社・団
体が発表を行った。

トヨタ自動車から、開発の歴史や現状を

燃料電池自動車（FCV）関連では、

共同で行っている点、また、燃料電池で

タートし、欧州向けではドイツの企業と

庭用エネファームは 年から商用化がス

パナソニックからは、自社製品である家

紹介しつつ、中国を含む世界各国におけ

環境改善に貢献している点や、再生可能

（１）FCV・水素インフラ関連

る販売や普及に向けた取り組みを進めて

12
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あった。

政府セッションでは、まず白井同課長か

点やコスト低下が今後の課題である点につ

水素インフラ関連では、水素供給利用

ら、日本政府が策定した水素基本戦略や

を紹介しつつ、水素エネルギーは、日本の

）から、自身が移動
技術協 会（ HySUT

き言及した。

エネルギー供給構造を変革し、さらに多

体用水素供給インフラに係る業界団体で

日本主導で行っている水素閣僚会議など

様化させ、大幅な低炭素化を実現するポ

や水素

あることを紹介した上で、

満席となった水素分科会

テンシャルを有する手段であると説明。ま

などのマルチの枠組みの中でも水素に関

F
C
V

水素社会の実現と日中新時代
政府関係者が冒頭挨拶と政府の取り組み

議では、最初に

境改善が地球規模での大きなテー

等について紹介し、その後、民間企業各

科会を立ち上げ、水素社会実現に向けて

業二処・李処長は、白井課長の発言に共

20

DGs、パリ協定の合意など、環

マとなる中で、世界はエネルギーの転換
社からの発表という形で進行した。

S
期を迎えている。日本は、2017 年に
１．
政府セッション

の取り組みや課題などを紹介するととも

感した上で、日本は国家レベルで水素関
連の取り組みを推進し成果を上げている
ので非常に良い手本になっている点と、日

研究分野での協力、②技術協力、③民間

中協力の方法として 点（①情報交換・
出席者数は日中合わせて約 150 人

水素分科会

等について議論を展開した。

に、同分野での日中協力の方向性や方法

ルギーシステム課・白井課長は、冒頭の

日本側議長の資源エネルギー庁新エネ

世界で初の国家レベルの水素に関する戦略
「水素基本戦略」を策定し、また、 、
年と 年連続で水素閣僚会議を開催す

18

レベルでの協力強化）の具体的な提案が

09

2

で、他の分科会と比べて最多となった。会

3

F
H
2
R

19

第13回 日中省エネルギー・環境総合フォーラム

する際のコストをどう下げるのか、政府の

１．
東芝エネルギーシステムズ（ 日、

支援（特に補助金）の有無や方法などに

座学にて同社が水素エネルギーシステム

エネルギーの潜在性は今後のビジネスチャ
ンスである点につき言及した。有研科技
ついて質問があった。このほか、技術的な

ストンの素材・材料、中国での製品の納

入事例などについての質問があった。

成果と今後の展望

幅広い質問が飛び交い、所定の時間を超

組みについて説明があった後、敷地内に設

長い時間をかけてきた点や、関連の取り

フォーラムの分科会として初めて水素分

東京都府中市）

集団からは、中国国内で多く走行してい

のキー技術である燃料電池開発に 年の

点や航続距離などで課題があり、新エネ
えて活発な議論が展開された。

１．
成果

ルギー車（NEV）の今後の見通しとし

科会が立ち上がり、新しいプラットフォー

点でまずは初歩的な成果と言える。分科

置されているフォークリフト用水素充填ス

では、一行から水素貯蔵タンクの圧力の具

会や地方視察を通じて、日中双方の関係

て、中国にとって FCV が重要なポート

体的な数値や、中国企業との今後の連携

者が、水素をテーマに交流・意見交換を

ムの基で日中関係者が意思疎通を行えた

大阪）

方針、関連システムの寿命やコスト、水

る日中協力の可能性について模索できた。

る上でも一助となった。また、水素に関す

水素技術の今後の発展の方向性を検討す

実施したことで、互いの関心の所在や、

テーションなどを視察。また、質疑応答

フォリオとなる点や、水素に関する技術の
中国側一行は、分科会翌日の 日から
日まで、東京・愛知・大阪を訪問し、

中国側：「水素エネルギー固体貯蔵輸送技術」
有研科技集団有限公司 国家有色金属新エネルギー材料および製品工程技術研究セ
ンター 主任 蒋利軍

効率化を科学的な観点から説明した。
9

日本側：「パナソニックの燃料電池事業 これまでとこれからの取り組み」
パナソニック株式会社 アプライアンス社 燃料電池戦略担当部長 加藤玄道

３．
質疑応答

行った。

中国側：「中国水素エネルギー産業発展の将来性と国家電力投資集団の水素エネ
ルギー計画」
国家電投集団水素エネルギー科技発展有限公司 科技イノベーション部主任 范霁紅

水素関連の企業視察や関係者との交流を

11
1 政府セッション 日中両国における水素政策と取り組み
日本側：「水素社会実現に向けた経済産業省の取組」
資源エネルギー庁 新エネルギーシステム 課長 白井俊行
中国側：「中国における水素活用に向けた政府の政策・取組」
国家能源局 科技司 装備処 副処長 張彦文
2 民間セッション 燃料電池自動車（FCV）・水素インフラにおける取り組み
日本側：「トヨタの FCV 開発と初期市場の創出」
トヨタ自動車株式会社 先進技術統括部 環境技術企画室 主査 担当部長 折橋信行
中国側：「中国国内の FCV（商用車）の現状と展望について」
東風汽車集団有限公司 戦略計画部 プロジェクト主管 呉明洲
日本側：「日本国内の水素充填ステーションの取組と規制・安全について」
一般社団法人水素供給利用技術協会（HySUT）理事・事務局長 池田哲史
中国側：「水素安全に関する中広核の認識と研究」
中国広核研究院 副総経理 黄文有
質疑応答・休憩

問があった。

２．
トヨタ自動車元町工場（ 日、
愛知県豊田市）

たほか、敷地内にある FCV 用・

MIRAI の生 産 現 場 を 視 察 し

をあげることが次のステップであり、日中

中が水素をテーマに具体的な協力の成果

今回の分科会や視察を契機として、日

２．
今後の展望

フォークリフト用充填ステーション

が協力して地球規模の課題に貢献できれ

同 社 の 商 品 で あ る FCV・

などを視察。充填時の最大圧力や

ばベストである。世界第 、 位の経済

があった。

は厳しい目と期待を向けている。この世界

ルギー消費が大きい日中に対して、世界

大国であり、また、化石燃料由来のエネ

3

大阪府堺市）
３．
加地テック（ 日 、

われている素材などについての質問

2

11

日本側：「福島水素エネルギー研究フィールドについて」
東芝エネルギーシステムズ株式会社 水素エネルギー事業統括部 事業開発部 P2G
事業開発担当 グループ長 山根史之

質疑応答では、日中両政府のそれぞれ

冒頭挨拶
日本側：資源エネルギー庁 新エネルギーシステム 課長 白井俊行
中国側：国家発展改革委員会 ハイテク司 新興産業二処 処長 李帅

素ステーションの安全性などについての質

地方視察 （ ～ 日 ： 於 東京、愛知、

50

10

容量、走行距離、水素タンクに使

総括発言
日本側：資源エネルギー庁 新エネルギーシステム 課長 白井俊行
中国側：国家発展改革委員会 ハイテク司 新興産業二処 処長 李帅

後、視察を行った。質疑応答では、

素圧縮機）についての説明を受けた

同社の取り組みや主力製品（水

「水素」は大きなテーマになると確信して

が、日中新時代であろう。その意味でも、

の期待に日中が協力して応えていくこと

（調査部主任 藏田大輔）

いる。

将来的に生産して中国で展開する

日 本 国 内 向けの圧 縮 機の容 量や、

11

予定の有無、コンプレッサー用のピ
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9

話をはじめ安全面、法律、基準面などの

質疑応答

る電気自動車について、充電時間が長い

分科会総括
4

の成功例と失敗例、水素の安全性を担保

水素分科会 アジェンダ

9

製造・輸送・貯蔵における取り組み
民間セッション
3

する法律の有無、燃料電池や水素を輸送
2019 年 12 月 8 日（日）13:30 ～ 17:00 於：紀尾井カンファレンス セミナールーム AB
共同議長：
日本側：資源エネルギー庁 新エネルギーシステム 課長 白井俊行
中国側：国家発展改革委員会 ハイテク司 新興産業二処 処長 李帅
内 容
（敬称略） ※同時通訳
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グループにおける EV およびインテリジェ

上海汽車集団の祖副総裁は、上海汽車

ントコネクテッドについて紹介を行った。上

（東軟）グルー
転プロジェクト参画、 Neusoft

（商湯科技）
、アリババ（阿
プ、 SenseTime

海 汽 車は、 中 国での生 産・販 売 規 模が

最も大きく、 年の販売台数は全世界で

（科大訊飛）との協業に
里巴巴）
、 iFlytek

トヨタ自動車株式会社トヨタZEVファ

700 万台、 年連続中国で 位を維持

より開発を加速する意気込みを語った。

クトリー・豊島部長は、様々なニーズに対

応した EV の普及に向け、パートナー企

している。その記録を維持し得る理由は、

の通信会社と共同でインテリジェント・コ

EV・PHV・FCV の各動力自動車の

日本電産株式会社・早舩専務執行役員

ネクテッドカー（ICV）の研究開発にも

業との共同企画、世界の電池メーカーとの

からは、日本電産のモーターの軽量化・小

注力しているからで、今後提携を世界に広

自社開発とコア技術を有し、加えて近年は

型化の取り組みが環境負荷低減かつ EV

げ、成熟した自動車産業チェーンを有する

協業や、
超小型 EV や歩行領域 EV など、

の電池積載量増加、軽量化による航続距離

日本の自動車産業との連携を強めていきた

上海同済大学や 5G ではチャイナモバイル

の拡大に貢献している旨の説明があり、中

いと語った。

主席専門家からは、中国 NEV 産業の成

中国電気自動車百人会・張事務総長兼

清華大学・趙副院長は、スマート化＝

熟および補助金削減に伴う以下 点の課

（ Cellular-

コネクテッド×自動化と定義し、今後移動
-

の世界初の公道路車間協調応用シナリオ模

展に寄与する点を強調した。無錫太湖新城

）がスマート化の発
Vehicle to Everything

から消費者・ニーズ主体を中心とした転

資金支援は行うが、政府主導の市場発展

事した経験からの説明があった。①政策 ：

研究センターにて政策や産業研究に長年従

題とモデルチェンジについて、国務院発展

範区および２４０カ所の交差点のインフラ

換を図る必要、②市場 ： ニーズに沿った

通信の技術を用いた

をカバーした１７０平
-

BEV、PHV、FCV など NEV のさ

や

方キロのスマートシティを例に、地方政府

らなる多様化が必要、③業界 ： 外資やベ
-

の三位一体の取り
-

組みを紹介し、今後は地域や業界を跨いだ

展に対応できる市場の牽引者と低品質企業

ンチャー企業を含め、量から質の変化と発

の淘汰が必要、④企業：スピーディなモデ

連携により、全国に普及させていくロード
マップを示した。

14
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自動車の電動化・スマート化分科会

ついての紹介が

日産自動車

今回で 13 回目の開催を迎えた自動車分科会

中国側の取り組み

国でも幅広く展開していきたいと述べた。

グローバル展開について紹介を行った。

13 18

変化に対応した自動車産業の
質の高い発展に向けて
動車産業は広範な関連産業を持ち、

を与える産業であり、日中両国はともに国
株 式 会 社・ 吉

あった。

際市場にも進出している。自動車分科会は
澤アライアンス

経済やエネルギー消費に大きな影響

日中経済のさらなる成長と発展を目指し、
グローバルダイ

自

課題共有、関係構築を目的として本フォー
レクター か ら

の日産の運転支援機能 ：

年秋に中国市場に導入）について、中国で

（
ProPILOT

は、高度な自動運転を見据えた高速道路で

ラムの第 回（2006 年）以来毎回開
催されており、今回で 回目の開催を迎え
た。
年の自動車分科会も 年と同様、環

約 万キロの高速道路を実走することで
道路の形状や特徴を把握したと説明した。

ため、中国での反応や評価、安全性を引き

を確実に実行・実装し、商品化する

（NEV）や各種技術、自動運転、コネ

続き注視していきたいと述べた。
本田技研工業（中国）投資有限公司・
川坂副総経理は、電動モビリティサービス
の

」について紹介した。
なげた「 Honda eMaaS

をつ
EaaS

経済産業省製造産業局 ITS・自動走

とエネルギーサービスの
MaaS

行推進室の植木室長より、自動運転分野に

バイ、飛行機やエネルギー、ロボティクス製

トフォームによる情報統合管理エネルギー

品と、②再生可能エネルギー、③情報プラッ

分野にわたる協調領域の最大化、後日の視

を最大利活用した循環型エコシステムを構
自動運
Apollo

察先である東京臨海部を含めた実証実験の

会受容性向上に向けた産官学連携と、

おける技術開発、インフラ・制度整備、社

の強みである、①自動車、オート
Honda

日本側の取り組み

人が交流を深めた。

などのテーマを中心に、日中合計約 110

クテッド、データやプラットフォームの活用

両国での取り組みや課題、新エネ自動車

化・スマート化」をテーマとして設定し、

境・省エネの観点からの「自動車の電動

18
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政府主導の下、全国自動車標準化技術委

発表を行った。中国の ICV 標準化は、

国 ICV 標準化事業と国際連携について

標準化研究所・趙副総工程師からは、中

協業が必要、であると述べた。

ルチェンジおよびオープンで業界を超えた

制定を進めており、 年上期に情報セキュ

ムの基準研究や策定、 項目の国家標準の

の設立を通し、各種標準やプラットフォー

トヨタ、デンソーを含む国際専門グループ

国際社会への中国の標準理解のため日産や

交通管理の 部門の横断的連携・協力や、

いると説明した。自動車・通信・交通・

の融合、製品開発や実用化を後押しして

域を例に上海におけ

海汽車城や、臨海地

李副総工程師は、上

上海国際汽車 城・

していきたいと述べた。

ICV の発展を推進

携や技術交流により、

を後押しし、国際連

たな産業エコシステム

などの研究を行い、新

は行っていないとのことであったが、日本国

まだインフラからの情報をもとにした走行

乗車時点での金沢大学の実証実験車両は、

う大規模自動運転実証実験 注１が始まった。

得した動的情報を処理して自動運転を行

実交通環境下での各種交通インフラから取

乗を行った。

での金沢大学の自動運転実証実験車両の試

MEGA WEB の視察および東京臨海部

国側の分科会参加者を対象としたトヨタ

中国側：「スマートカーの模索と実践」
上海国際汽車城 副総工程師、上海淞泓スマートカー科技有限会社 総経理 李霖

質疑応答
総括
中国側：国家発展改革委員会 産業司 機械装備処 処長 呉衛
日本側：経済産業省 製造産業局 自動車課（自動車通商政策担当）企画官 潮崎雄治

験を開始し、これまで外資企業も含めた

社に約 枚の試験ナンバープレートを公

等計 機関が参加し、産学官連携して実

15

験データの取得、分析等を行うことで今後

は 3500 時間となり、嘉定区と臨海地

加者からは、
「日本ならではのきめ細かい

び実用化の加速が期待される。中国側の参

のインフラ協調型自動運転の技術進歩およ

区の公道試験総距離は約 キロに達したと

布、試験総距離は ・ 万キロ、総時間

10

ニタリングデータセンターの つのプラット

験、③シナリオデータベース、④走行・モ

のことである。①閉鎖試験場、②公道試

することで分科会での発表や、日本の取り

を実際に見ることができ、また実際に試乗

ニーズに対応したトヨタの各種 EV など

標準活動の主導にもつながっており、上海

は、自動運転シナリオにおける中国の国際

フォームを建設・整備し、特に③について

めた。

握や各種技術や取り組みについて理解を深

も聞かれ、日本における同分野での実情把

組みに対する理解が深まった」という感想

（調査部 能登麻規子）

15

役割を果たしている点を強調した。

注１：内閣府 ： 東京臨海部における自動運

転の実証実験の開始（ 年 月 日）

10

/20191015jidouunten.html

https://www8.cao.go.jp/cstp/stmain

19

MEGAWEB 視察、
東京臨海部
実証実験車試乗

11

動運転の初歩的な標準体系を確立、②

日本側：「電気自動車普及に向けた日本電産の取組」
日本電産株式会社 専務執行役員 早舩一弥

定、枠組みやガイドライン、管理制度構築

中国側：「新業態における中国の ICV 標準化の取組」
中国汽車技術研究中心（CATARC) 有限公司 標準化研究所 副総工程師 趙静煒

19

28

の ICV 関連産業発展への貢献に重要な

4

分科会の議論の延長および日本における

10

41

20

4

日本側：「EV の普及を目指して」
トヨタ自動車株式会社 トヨタ ZEV ファクトリー ZEV B&D Lab 部長 豊島浩二

年までに高レベル自動運転標準体系を確立

中国側：「中国新エネ車のモデル転換に関する考え方」
中国電気自動車百人会 事務総長兼主席専門家 張永偉

3

80

自動運転の進捗や技術を理解することを
12

20

中国汽車技術研究中心（CATARC）

員会（NTCAS）標準委員会が主体と
リティ標準について提出予定とのことであ

る ICV 関連政策や環境整備について紹

内外自動車メーカー・サプライヤー・大学

日本側：「未来のモビリティ社会の姿」
本田技研工業 ( 中国 ) 投資有限公司 副総経理 川坂英生

年 月 日より、東京臨海部における

なり、① 年に補助機能および低レベル自
る。 年は、ICV のコアとなる標準策

介を行った。上海では 年 月に公道試

休憩・名刺交換

に向け、新しい試験や評価方法、評価管理

中国側：「インテリジェント・コネクテッドカー (ICV) の戦略的価値及び産業の発展経路」
清華大学 自動車産業・技術戦略研究院 院長 趙福全
日本側：「Nissan Intelligent Mobility -ProPILOT の中国市場への導入 -」
日産自動車株式会社 電子技術・システム技術開発本部 アライアンスグローバルダイレク
ター、理事（VP）吉澤隆
中国側：
「上海汽車グループの EV 化とインテリジェント・コネクテッド化のモデル転換発展」
上海汽車集団股份有限公司 副総裁、総工程師 祖似傑

する目標を設定し、ICV、コネクテッド

自動車の電動化・スマート化分科会 アジェンダ

18

6

40

目的として、 月 日と 日午前に、中
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2019 年 12 月 8 日（日）13:30 ～ 17:00 於：紀尾井カンファレンス セミナールーム CD
共同議長 :
日本側：経済産業省 製造産業局 自動車課（自動車通商政策担当）企画官 潮崎雄治
中国側：国家発展改革委員会 産業司 機械装備処 処長 呉衛
内 容
（敬称略） ※同時通訳
冒頭挨拶
日本側：経済産業省 製造産業局 自動車課（自動車通商政策担当）企画官 潮崎雄治
中国側：国家発展改革委員会 産業司 機械装備処 処長 呉衛
日本側：「経済産業省における自動走行の実現に向けた取組」
経済産業省 製造産業局 ITS・自動走行推進室長 植木健司

金沢大学菅沼教授から自動運転車両の
説明を受ける

JC ECONOMIC JOURNAL 2 月号 SPECIAL REPORT

フラ事業でも地域特有の事情に即した支

インフラシステム・水ビジネス推進室の吉

経済産業省製造産業局国際プラント・

機に、省エネによる低コスト化、化学薬品

水淡水化を進める」との声明が出たことを

場の半分を占める中東から「グリーンな海

水処・程慧強副処長が報告した。現在中

家発展改革委員会資源節約環境保護司節

ギー源の分野で貢献が大きく、また同社

国では依然として 人当たりの水資源が

世界平均値の 分の 程度と供給不足が

続いているが、再生水の年間利用量は約

億トン（ 年）と、年間汚水処理量の

企業と協力し、ベトナムでの海水淡水化事

中国でも多数納入実績があるほか、中国

網整備、汚泥処理の強化などを重点的に

向上のため有効活用化と処理施設の配管

ことが課題となっている。再生水の利用率

％程度にとどまっており、利用率が低い

業で導入した例も報告した。一方、横河電

改善する方針を示した。

ムや、パイプラインの監視システムを納入

センターによると、規制基準の厳格化など

が進む。国家都市給水排水工程技術研究

再生水をめぐっては官民一体の取り組み

している。豊富な経験から中国・シノペッ

により、都市汚水処理施設では地表水の

東で海水淡水化プラントの緊急遮断システ

クサービス社から給水パイプラインプロジェ

基準を上回る一級

の再生水の割合が近
クトを受注するなどの実績も示した。

中国国内の水問題に対する政策
と企業努力

汚水処理場で採用されている。

スペースなどの優位性から多数の自治体の

除去できるろ過能力があり、低コスト、省

紹介。粒経１ミリ以上の夾雑物を完全に

は同社の特殊ろ材を使った高速ろ過技術を

事例を報告した。メタウォーター株式会社

も」を導入し、実証実験を経て受注した

のために同社の高速繊維ろ過装置「まり

トにおいて、同省の都市下水の高水準処理

東省科学技術庁による日中合作プロジェク

日立造船株式会社は、近畿経産局と広

る。中国国内では、排水基準を満たせず

プラント建設の実績もある実力企業であ

」の
水を高度処理した再生水「 NEWater

ルで進められている飲用可能な水準まで下

を指摘した。北控水務集団はシンガポー

しており、コストや料金管理などの問題点

など利用効率を上げるための方法を研究

資源」を自然の水源に放出して浄化する

水や雨水を指す「非従来（非在来）型水

顧問を務める杭世珺氏は、都市部の再生

中国水処理最大手の北控水務集団で技術

工程設計総院の元副総工程師で、現在は

設が進む見込みである。また北京市市政

年飛躍的に伸びており、さらなる設備建

日中双方のプレゼンターが熱心に発表

中国における水需要の現状について、国

16
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目されており、その中で中国企業はエネル

も薬品や微生物に頼らない新たな処理技
術を研究開発しているという。

同じく膜メーカートップの旭化成分離膜

装置（杭州）有限公司は、杭州にある同

1

1

機株式会社はサウジアラビアを中心に、中

社で製造するＭＦ / ＵＦ膜技術を紹介。

4

17

日中長期貿易分科会

分野が水であり、

フォーラムから継続して「水循環」をテー

援を行っている。現地ではパートナーとな

原美保企画調整官によると、世界のイン

に頼らないグリーンな海水淡水化がより注

15 80

グローバルな水需要に対応
するための日中協力
界的な水需給問題に対して、日本

年には 100 兆

市 場は 2020

加や都市化に伴い世界の水需要は増加の一
円 を 超 えるとの

と中国はなにができるか。人口の増

途をたどっているが、多くの地域では依然
予 想 もあるとい

世
として深刻な水不足や水質汚染の問題を

経済成長期の都市化と工業化に伴い、設

う。日 本は高 度

面している当事国だが、一方で一部の有力

備の省水・省スペース化や維持管理、オゾ

抱えている。中国もまたそうした問題に直

企業は第三国での水ビジネス市場に進出

ンや膜による水処理・供給などで先進的

マとしている日中長期貿易分科会は、今回

る海外企業との連携が大切であり、日中

なノウハウや技術を有しており、海外イン

し、海外における存在感を強めている。
回

の主題を「グローバルな水需要に対応する

企業による第三国市場での本格的な連携

こうした時 世の流れを汲み、 第

ための日中協力」と設定した。日中双方

技術力を武器に海外で水ビジネスを行

にも期待を寄せた。

水処理事業、それら先進技術、水需要の

う日本企業は多い。水需要の中でも中東に

の官民における海外での海水淡水化や汚

現状を紹介し、中国市場だけにとどまら

需要が集中している海水淡水化の現状につ
いて、逆浸透膜（RO 膜）でトップの技

ない世界的な水問題解決のニーズに対する
日中間の協業の可能性を探った。

らの報告を行った。 年は海水淡水化市

術を有する東レ株式会社は新たな視点か

世界の水問題に対する日本の視
点と技術力

フラ需要の中で電力や通信をしのぐ最大の

19
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保護を」という国家スローガンのもと、長

生態環保集団は、
「長江大開発ではなく大

紹介した。中国長江三峡集団傘下の長江

物質の生産に転化させたビジネスモデルを

活用しながら、廃水処理を再生水や化学

処理ビジネスに対する投資や優遇政策を

ターなどを視察した。

センター、沖縄県企業局海水淡水化セン

会訪日団は東京都下水道局森ヶ崎水再生

本の現状について理解を深めるため、分科

における汚水処理、海水淡水化施設の日

分科会の発表でも関心の高かった大都市

現場から学ぶ
「維持管理」
への評価
と期待

閉鎖の危機にあった染色工場で、政府の水

江と周辺域における水環境保全に取り組

森ヶ崎水再生センターの活性汚泥を使った
浄化装置
総括発言
中日長期貿易協議委員会 環境保護技術合作分会 副会長 宋先茂

国内最大の水再生センターである森ヶ

化した下水道管の修繕方法について質問が

気取りの技法や汚泥の活用法、また老朽

ている。現場を視察した参加者からは臭

活用するなどし

スは発電燃料に

ら出るメタンガ

クルし、汚泥か

クリ材にリサイ

分したのちコン

汚 泥は焼 却 処

解され、できた

生物によって分

以て注視したい。

後どのような広がりを見せるのか、期待を

とＷＡ社の技術力というマッチングが、今

視野に入れている。北控水務集団の資金力

だが、長期的には第三国市場での展開も

中国の水処理分野の人材育成を図るもの

社が北控水務集団の現場管理職を研修し

上下水道施設の運営管理を手掛けるＷＡ

的提携に関する合意書を締結した。長年

理運営管理分野における人材育成と戦略

学技術文化センターの３者間で、下水処

「ＷＡ」
）
、仲介役の一般社団法人日中科

日中長期貿易分科会は日中長期貿易協

今後の展望

一方、沖縄県の海水淡水化センターは渇

議委員会が既存の枠組みを生かし、 年

挙がった。

水問題解消のため 1997 年から全面供

縮小している。 年以上経過する施設にな

恐れがほぼなくなったことから現在稼働を

用を開始したが、その後ダムが増え渇水の

を図っている。中国側事務局を担う商務部

という形式で省エネ・環境ビジネスの促進

の第１回フォーラムより継続して、分科会

06

ど遜色ないくらいきれいに管理されている」

開始した海淡施設と比較しても、
「ほとん

るが、ある参加者は天津で数年前に運転

協力し、日中双方の水ビジネスに関わる先

経済産業省という政府における水部門が

（対外貿易司）と、国家発展改革委員会、

実際の海外市場において中国企業は日

進企業、研究者が議論に参画してきた。

スの頻度や部品交換の規模、稼働コストや

本企業の競合者でもあり、協力関係を構

と驚きの声を上げていた。定期メンテナン

展望について意欲的に質問する参加者も多

こうした日本の高い維持管理能力は、ま

話努力をもとにお互いの持つ強みや優位性

討も必要になる。しかし積み重ねてきた対

築するためにはさらに様々な角度からの検

さに「グローバルな水問題に対応するため

を再認識し、よりダイナミックな協業につ

かった。

の日中協力」の重要な一要素となりつつあ

なげていくことが今後期待されている。

（事業開発部 清水綾）

る。今回のフォーラムでは北控水務集団と

株式会社ウォーターエージェンシー（以下
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20

崎 水 再 生センターの 日の処 理 能 力は

中国側：「北控水務 レジリエンス水資源システムの模索と実践」
北控水務集団 高級副総裁 楊光

休憩

日本側：「横河の海外水ビジネス及び中東における事例紹介」
横河電機株式会社 グローバル営業業種 MK 部 電力・水営業センター 伊延佳美

中国側：「中国の非従来型水資源の利用と需要」
北京市市政工程設計研究総院 元副総工程師 杭世珺

日本側：「日立造船の水処理技術と日中協力事例の紹介」
日立造船株式会社 水処理海外営業部 韓家駿

中国側：「長江環保集団のご紹介」
長江生態環保集団有限公司 総経理助理 翁文林

日本側：「メタウォーター株式会社及び高速ろ過技術について」
メタウォーター株式会社 海外本部 海外企画部 汪兆康

質疑応答

んでいる。設立間もない企業だが、都市の

内 容
（敬称略） ※同時通訳
冒頭挨拶
日中長期貿易協議委員会省エネ等技術交流促進部会 部会長 村山均
（電源開発株式会社 代表取締役 副社長）
中日長期貿易協議委員会 環境保護技術合作分会 副会長 宋先茂
（商務部 対外貿易司 副司長）
日本側：「水インフラ市場と日本の取組」
経済産業省 製造産業局 国際プラント・インフラシステム・水ビジネス推進室 企画調整官 吉原美保

1

154 万トンを誇る。汚水中の汚れは微

日本側：「水問題解決のための水リサイクル及び海水淡水化への UF 膜の適用について」
旭化成分離膜装置（杭州）有限公司 副総経理・営業総監 張艱

汚水処理に重点を置き、持続可能なビジ

日中長期貿易分科会 アジェンダ

中国側：「中国都市生活汚水の処理とリサイクル政策システムと展望」
国家発展改革委員会 資源節約・環境保護司 節水処 副処長 程慧強
日本側：「グリーン デサリネイション」を考慮した、21 世紀における持続可能な逆浸透法
海水淡水化について」
東レ株式会社 フェロー 栗原優
中国側：「中国都市汚水処置と再利用の現状、問題点と傾向」
華北設計研究総院有限公司 董事長 張毅

ネスモデルを追求する姿勢を強調した。

2019 年 12 月 8 日（日）13:30 ～ 17:00 於：ホテルニューオータニ 鳳凰
主題：グローバルな水需要に対応するための日中協力
司会者：日中長期貿易協議委員会 事務局長 杉田定大（日中経済協会 専務理事）
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典也代表取締役は、炭素繊維の廃材を

し進めて、
発電原価のさらなる低減を追

西安交通大学エネルギー・パワーエン

及していくとの報告を行った。

食塗料について紹介。①大幅な省エネ・

ジニアリング学院・厳俊傑院長は、 年

原料とする世界初の炭素繊維熱伝導防

②炭素繊維のリサイ
CO 2削減が可能、

国にて必要とされる技術であると述べ、

クル問題が解決、
③中国はもとより第三

石炭は ・ ％であるが、 年には ％

の中国 次エネルギー消費総量のうち

能 力 向 上 やO & M

中で推進できるツールのひとつとなると

貢献できるだけでなく、
日中友好関係の

本塗料が中国政府の環境対策に大きく

必要不可欠であり、
低負荷で柔軟な技術

的な石炭火力はベースエネルギーとして

ルギーとの供給バランスを保つため効率

まで減少する見込み、
一方再生可能エネ

スとの混焼技術や燃焼後の炭素回収技

ラを開発するなど、
クリーンコール技術

がら高効率・省エネを実現する新型ボイ

実的ではなく、
環境保護規制を遵守しな

ネルギーを主力エネルギーとするのは現

性等の観点から、中国では再生可能エ

費用・資源・安定
司・王洪敏副総裁は、

ために開発した木質ペレット粉砕ミルの

岩崎哲也センター長は、
混焼率を高める

境事業領域ボイラSBU技術センター・

株式会社IHI資源・エネルギー・環

石炭・バイオマス混合燃焼技術の
最新動向

を紹介した。

これらの技術を利用した微粉炭焚き発

の研究開発を推進することが重要であ

九州電力株式会社苓北発電所オペ

電ではバイオマス ％混焼運転にて石

技術およびこのミルを適用した高効率

レーショングループ・平田俊一グループ長

炭専焼と遜色のない性能を実現、負荷

ると述べた。

は、
今後再生可能エネルギーの積極的な

変化率 ％/分でスムーズに推移して

混焼を実現するための関連技術を紹介。

開発・導入が見込まれる中、
石炭火力発

負荷追従運転システム

冒頭挨拶する嶋村企画官（右）と苟副司長（左）

整が求められると認識、
安定した負荷追

電所には、
これまで以上に過酷な負荷調

用を継続していると報告した。

おり、
商用運転 年目においても安定運

補機運用による所内動力削減などを推

の継続、
出力変化率の改善や、
効率的な

はもとより、
安価な石炭の積極的な導入

従運転を行って需給運用に貢献すること

と述べ、
政府も重点的に取り組んでおり、

イオマスの混合燃焼は非常に重要である

保護部・趙賀主任は、
中国では石炭とバ

中国華能集団有限公司生産管理環境

18
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クリーンコール技術と石炭火力発電分科会

低炭素・資源循環型社会の
形成に向けたクリーンコール
技術最前線
最適化などが求めら

の見解を示した。

015年 月に地球温暖化防止
の国際的な枠組み
「パリ協定」
が
れるところ、日本は

産業技術総合開発機構
（NEDO）
環境

術を向上させ、
かつシステムの最適化に

の重要性を強調し、具体的な技術事例

採択されて以降、
世界的に
「低炭素化」
さ

部・佐野浩主幹は、
火力発電分野では、
パ

より総合利用効率の上昇を目指すと述

青島特利爾環境保護集団股份有限公

IoT技術活用によ

電力規画設計総院・趙文瑛電力設計

らには
「脱炭素化」
は動かしがたい趨勢

と石炭燃焼時に発生するCO 2排出量の

高級エンジニアは、 年の中国国内発電
容量は 億kW、うち石炭発電は ％

を占め非化石エネルギー発電の ％よ

高いが、
石炭火力発電所への政府の規制

が行われた。

冒頭、
資源エネルギー庁・嶋村英治企

X
X
NO ・
煤塵
厳格化に伴い、
同年のSO ・

り多く、
依然石炭エネルギーへの依存が

画官
（石炭政策担当）
と中国国家能源局

の排出量は1990年比それぞれ ％・

リ協定の長期目標と整合的にCO 2排出

リーンコールテクノロジーを中核事業と

べた。

％・ ％削減が実現、今後はバイオマ

94

削減に取り組むことが日本の政策の方

続き、
国立研究開発法人新エネルギー・

電力司・苟峰副司長による開会挨拶に

日中双方の技術開発の取り組み

や、
効率的な運用モデル等について報告

18

向性であり、
NEDOはIGFC等のク

55

株式会社リバーステクノロジー・中川

30

2

75

石炭火力発電プロセスにおける
高効率低排出
（HELE）
技術
および環境技術
して実施している。
今後、
再生可能エネル
ギーの増大に伴い、
石炭火力の負荷調整

2

53
40

19

削減を責務と捉え、
最新の技術開発状況

る石炭火力の運転高度化ノウハウも有

2

18

51

となりつつある。
こうした中、
本分科会で

30

していると紹介した。

58 1
25

は、
クリーンコール技術のさらなる向上

12

第13回 日中省エネルギー・環境総合フォーラム

件のうち、
同社の発電所は カ所含ま

年に国が承認したモデルプロジェクト

ん、
BOPを含むプラント全体の最適化

イラなどのプラント主要機器はもちろ

実践、
分析の重要性を示した。

必要があるとしたうえで、
地道な探求と

石炭使用国である日中両国間の協力の

位置付けを大きく変える可能性がある。

とカーボンリサイクルの併用実現によ

継続した推進、
またクリーンコール技術

一般財団法人石炭エネルギーセンター

り、
新・石炭エネルギー時代の幕開けの一

日中共同委員会報告

（JCOAL）
・塚本修理事長は、日中

歩となることが期待される。

84 18

や性能改善・運用性改善を行い、
徐々に

共同委員会の活動状況と今後の方向性

分科会視察

れ、
今後も一層推進すると表明した。

中国大唐集団有限公司生産運営設備

について報告し、低炭素・資源循環型社

高度化を図り、
将来的にはプラントの自

三菱日立パワーシステムズ株式会社

管理処・金安処長は、
燃料・管理コストの

会の形成に向けた新たな技術交流活動

会の出席に加えて、本分科会の中国側

7

動自律運転を目指したいと述べた。

サービス本部サービス計画部・桐原雄一

削減と収益拡大を追求する発電企業に

の推進を図りたいと強調した。

スマート発電所に関する
（モデル）
事例の紹介

次長は、
ICT活用による火力発電設備

とって、設備のIoT化は非常に重要な

12

フォーラムの全 体 会 議 および分 科

へのデジタルソリューションサービスであ

M
I 10
R
A
I

日 午 後か

石炭火力発電およびこれに関わる排

ボンリサイクルなどの新分野について、

より新しい情報を得て、
協働の可能性に

向けた交流をさらに活発化したいとの

意欲に満ちていることが会議や視察の

様々な場面で窺われた。また、海外（第
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三国）
での電力セクターで必要とされる

計測システム展開などの日中協力の可

能性についても、
日中双方の企業の意向

（事業開発部 薬師寺三希子）

に沿って、継続的なフォローが求められ

ている。

J-Power 磯子火力発電所視察

月

ら 日まで、水素ステーション、トヨタ

おり、今後は新しい分野へ

製作所びわ湖工場を訪れ、精力的な視

19

一行 は 、来 日 当 日の

日本側嶋村企画官は、
石炭分野におけ

両国が共に挑戦し探求する

煙対策技術においては、
日中同レベルの

察活動を展開した。

CO 2を資源として回収し

現場も増えつつある。
一方、
中国側は、
日

時期であると述べた。 年

有効活用する「カーボンリ

本の水素エネルギー社会の提唱やカー

1

月に日本が打ち出した、

サイクル」
の推進は石炭の

第７節 総括発言
総括発言
日本側：資源エネルギー庁 企画官（石炭政策担当）嶋村英治
総括発言
中国側：中国国家能源局電力司 副司長 苟峰

総括

いずれも依然として研究・開発段階であ

る日中の技術は既にかなり高度化して

第４節 石炭・バイオマス混合燃焼技術の最新動向
日本側：「石炭・バイオマス混合燃焼技術のご紹介」
株式会社 IHI 資源・エネルギー・環境事業領域 ボイラ SBU 技術センター センタ－長 岩崎哲也
中国側：「中国華能集団による石炭とバイオマス混合燃焼発電の状況紹介」
中国華能集団有限公司 生産管理・環境保護部 主任 趙賀
第５節 スマート発電所に関する（モデル）事例の紹介
日本側：「ICT 活用による火力発電設備へのデジタルソリューションサービス」
三菱日立パワーシステムズ株式会社 サービス本部 サービス計画部 次長 桐原雄一
中国側：「スマート発電所の建設」
中国大唐集団有限公司 生産運営設備管理処 処長 金安
第６節 日中共同委員会報告
日中共同委員会報告
一般財団法人石炭エネルギーセンター（JCOAL）理事長 塚本修
質疑応答

ポイントであるが、
技術力および応用力

し、
プラントのデジタル化に向けたデー

り、今後継続的・長期的に運用していく

休憩・名刺交換

-

るMHPS TOMONIについて紹介

タ収集や分析を行うことでタービンやボ

磯子
ショールーム、
J-Power
火力発電所、
川崎重工業明石工場、
堀場

クリーンコール技術と石炭火力発電分科会 アジェンダ

2019 年 12 月 8 日（日）13：30 ～ 17：15 於：紀尾井カンファレンス メインルーム AB
共同議長（モデレーター）：
日本側：資源エネルギー庁 企画官（石炭政策担当）嶋村英治（～第３節）
中国側：中国国家能源局電力司 副司長 苟峰（第４節～）
内 容
（敬称略） ※同時通訳
冒頭挨拶
日本側：資源エネルギー庁 企画官（石炭政策担当）嶋村英治
冒頭挨拶
中国側：中国国家能源局電力司 副司長 苟峰
第１節 日中双方の技術開発の取り組み
日本側：「クリーンコールテクノロジーの技術開発」
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）環境部 主幹 佐野浩
中国側：「中国石炭火力発電技術の現状と将来発展」
電力規画設計総院 電力設計高級エンジニア 趙文瑛
第２節 石炭火力発電プロセスにおける高効率低排出（HELE）技術及び環境技術
日本側：
「新素材：炭素繊維廃材を活かした CF 熱伝導防食塗料による 2 つのプロジェクト協力」
株式会社リバーステクノロジー 代表取締役 中川典也
中国側：「クリーンコール技術の中国大気汚染対策における顕著な役割と実践」
青島特利爾環境保護集団股份有限公司 副総裁 王洪敏
第３節 負荷追従運転システム
日本側：「石炭火力の負荷追従運転システムについて」
九州電力株式会社 苓北発電所オペレーショングループ・グループ長 平田俊一
中国側：「中国石炭火力発電ユニットの効率的かつ柔軟的な発展傾向」
西安交通大学 エネルギー・パワーエンジニアリング学院 院長 厳俊傑
質疑応答
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させる必要があるという共通認識のも

向上（省エネ）と、経済成長を両立

国共に、エネルギー消費効率の

エネ促進分科会では、日中両

目 標 基 準 値を

して 数 年 後 の

ものをベースと

費 効 率 が 高い

エネ ル ギ ー 消

以上の省エネを目指し、省エネ法に基

に向けてもこれと同等、あるいはそれ

減することに成功した。2030 年

た。また、本分科会のテーマでもある

発展を実現させる必要があると述べ

環境保護と経済成長の調和のとれた

らに高め、日本がそうであったように

紹介した。アズビル株式会社ビルシス

ボイラーにおける省エネの取り組みを

冷蔵・冷房アクションプランを発表し、

テムカンパニー国際本部中国室・櫻

による省エネ事業の推進について発表

ける省エネルギー政策の動向をテーマ

ギー課・牛来課長補佐が、日本にお

エネルギー・新エネルギー部省エネル

入することを提案したほか、自社事

ら日本のような政府補助金制度を導

の仕様を比較したうえで、その差異か

説明に加え、日本と中国の

まえた省エネ政策の在り方として、エ

ローバル戦略担当・相川シニアマネー

ヤマトホールディングス株式会社グ

海外ネットワークの構築と高品質なサー

ネルギー消費の動向にどのように影響

次に、国家発展改革委員会エネル

ビスの必要性を述べたほか、生活者の安

ジャーは、コールドチェーンにおけるヤ

ギー研究所の戴元所長・研究員が、

全性や利便性の向上、小口保冷配送サー

するのかをきちんと見極め、それに応

中国の省エネ効果と政策について発表

ビスに関わる市場の健全な成長に貢献す

マトグループの取り組みについて発表し

し、中長期的な省エネ目標と、省エ

るための PAS1018 策定プロジェ

じた省エネ政策を進めていく必要があ

ネ推進のための政策や取り組みを紹

クトおよび ISO23412 等の詳細

た。小口保冷宅配便の市場拡大に伴う

介した。今後、中国政府はエネルギー

を説明した。

ると述べた。

消費革命を推進し、エネルギー節約

三浦工業株式会社国際推進統括部・

光宗統括部次長は、エネルギー多消費

型社会の形成を加速していく方針であ
ることを強調した。

違いから課題点を見出し、中国におい

世界と中国で使用されているボイラーの

要性や市場・環境規制について紹介した。

であるボイラー設備における省エネの重

社 が、 それぞれ

日中企業の省エネの取り組み
日 本 側 からは

（
BEMS
Building
Energy Manage）
、コールド チェーン、
ment System
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応するため、グリーンで高効率な冷凍

工業園区や地下鉄、空港、コールド

井課長は、

導入とその活用

チェーン等において重点プロジェクトを
推進していくことを紹介した。

に省エネの現状と見通し、省エネ制度

業を通じて環境負荷低減に貢献してい

した。室内環境改善と省エネ効果の

の全体像、分野別省エネ政策を紹介

きたいと述べた。

経済産業省による日本の省エネ政策の紹介

した。そして、需要構造の変化を踏

挨拶に続き、資源エネルギー庁省

B
E
M
S

省エネ促進分科会

と、高効率の加熱・冷凍冷蔵・空調
設 定 し、 そ の

ギー・エネルギー効率処・呂副調研

づく規制や補助金等の支援措置を行

冷凍冷蔵・冷房分野について、中国で

B
E
M
S

省エネ政策および加熱・冷凍冷蔵・
冷房産業における省エネの取り組み

産業のエネルギー多消費機器の省エネ
達 成 を 企 業に

省

の発展を図ることをテーマに、政府・
促 す 機 器 トッ

プランナー制度や、エネルギー多消費

企業の省エネへの取り組みについて紹
介と議論が行われた。

ギー消費効率の水準を業種別に定め

産業を中心として企業活動のエネル

日本側議長である資源エネルギー

その達成を求めるベンチマーク制度等

日中の省エネ政策の現状と今後
庁省エネルギー・新エネルギー部省エ

中国側議長である国家発展改革委

を挙げた。

で日本の省エネ政策の歩みと展望を紹

員会資源節約・環境保護司省エネル

ネルギー課・江澤課長は、冒頭挨拶
介した。1970 年代の 度のオイ
ルショック後、国をあげて徹底的に省

員は、中国は質の高い経済発展へシフ

うなど政策を総動員してあらゆる取

はエネルギー消費量の多さや冷媒の温

当たりのエネルギー消費量を ％削

り組みを進めると述べた。具体例とし

室効果の高さといったマイナス面に対

トしてきており、エネルギー効率をさ

エネに取り組み、 年までに GDP

2

て、商品化されている製品のうち最も

3

35

90

第13回 日中省エネルギー・環境総合フォーラム

問題や温暖化対策に重要な貢献が期待

される内容であるとし、省エネにおいて

シェアが拡大していることに言及した。

エネルギー基金会（中国）
・韓プロジェ

は日中両国が協力して対応できる可能

推進までを紹介したほか、家庭用エアコ

クト主管 は、市場メカニズムと金融モ

性が高く、アジアのリーダーとしての重

ては高効率貫流ボイラーによる省エネと

デルの革新および環境配慮型冷房とエ

要性も示されたと述べた。さらに、今後

ンのエネルギー効率基準改定に関する最

珠海グリー・エレクトリック標準管理

ネルギー効率向上の推進について発表

も日中省エネルギー・環境総合フォーラ

CO 2汚染物質排出削減のポテンシャル

部・王主任は、環境配慮型で効率的な

し、冷房エネルギーの効率を向上させる

ム等を通して、日中政府が協力して省

新状況を説明した。

準とラベリング、エアコン、ファイナン
冷房技術の家庭用エアコンへの適用とエ

ための融資モデルを紹介するとともに、

は高いと述べた。

ス等における省エネの取り組みを紹介し
ネルギー効率基準への影響について発表

日本側：「日本における省エネルギー政策の動向について」
資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 省エネルギー課 課長補佐 牛来博哉
中国側：「中国の省エネ効果と政策」
国家発展改革委員会 エネルギー研究所 元所長、研究員 戴彦徳

日本側：「BEMS 導入とその活用による省エネ事業の推進」
アズビル株式会社 ビルシステムカンパニー 国際本部 中国室 課長 櫻井君行

課長は、日中双方から

また、日本側の江澤

つという見解で結んだ。

力の展開に非常に役立

た共通認識は今後の協

を得たと述べ、得られ

多くの共通認識と成果

政策、ノウハウ等から

は日本側の進んだ技術、

発表を聞くことができ、中国側として

ズム、金融モデルなど様々な角度から

グリーン化のレベルアップ、市場メカニ

発展戦略をはじめ、アクションプラン、

中双方から政策、標準、製品、企業の

を行った。中国側の呂副調研員は、日

高く、設備、技術、投資額等を含む、様々

た。いずれの視察先でも中国側の関心は

CO 2削減を実現している事例を視察し

回収する発電システムを用いて省エネと

然ガス）の冷熱エネルギーを動力として

製造所第二工場にて、LNG（液化天

察した。 日は大阪ガス株式会社泉北

ジスティクス関西咲洲物流センターを視

北港本社ならびに株式会社ニチレイ・ロ

蔵冷凍関連施設である株式会社フリゴ

かれ、コールドチェーンを担う高効率冷

取り組みを視察した。 日は２組に分

製造ラインと工場における省エネ活動の

工場にて、産業用高効率エアコンの最新

はダイキン工業株式会社堺製作所臨海

中国側 人が大阪府を訪問した。 日

11

9

（事業開発部 江上舞）

10

中国側は 機関が、それぞれ効率基

た。中国標準化研究院・陳研究員は、

月 ～ 日の 日間、当分科会の

紹介された先進的な省

3

な問題について途切れることなく質問が

11

エネに対する取り組み

33 9

出されていた。

最後に、日中双方の議長が総括発言

エネの取り組みを進めていきたいと締め

冒頭挨拶
日本側：資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 省エネルギー課 課長 江澤正名
中国側：国家発展改革委員会 資源節約・環境保護司 省エネルギー・エネルギー効率処 副調研員 呂崢

3

（敬称略） ※同時通訳
容
内

アジェンダ
省エネ促進分科会

12

については、日中のみな

らず世界のエネルギー
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環境配慮型で効率的な冷房を実現する

ダイキン工業株式会社
堺製作所を視察

した。インバータ圧縮機の省エネ技術の

総括発言
中国側：国家発展改革委員会 資源節約・環境保護司 省エネルギー・エネルギー効率処 副調研員 呂崢
日本側：資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 省エネルギー課 課長 江澤正名

中国冷房製品のエネルギー効率基準お

質疑応答

くくった。

中国側：「市場メカニズムと金融モデルを革新、環境配慮型冷房とエネルギー効率の向上を推進」
エネルギー基金会（中国）プロジェクト主管 韓煒

ことの重要性について述べた。

日本側：「高効率貫流ボイラーによる省エネ」
三浦工業株式会社 国際推進統括部 統括部次長 光宗宏晃

発展に伴い、中国のエアコン市場ではイ

中国側：「環境配慮型効率的な冷房技術の家庭用エアコンへの適用とエネルギー効率基準への影響」
珠海グリー・エレクトリック 標準管理部 主任 王月

よびラベルについて発表し、エネルギー

日本側：「コールドチェーンにおけるヤマトグループの取組み」
ヤマトホールディングス株式会社 グローバル戦略担当 シニアマネージャー 相川広充

企業視察

休憩

総括発言

質疑応答

ンバータエアコンの需要が高まり、その

中国側：「中国冷房製品のエネルギー効率基準およびラベル」
中国標準化研究院 研究員 陳海紅

効率ラベル実装ルールから登録管理の
2019 年 12 月 8 日（日）13:30 ～ 16:50 於：紀尾井カンファレンス メインルーム CD
共同議長：
日本側：資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 省エネルギー課 課長 江澤正名
中国側：国家発展改革委員会 資源節約・環境保護司 省エネルギー・エネルギー効率処 副調研員 呂崢
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べた。

日中双方の企業からは、それぞれの

以下、日中双方の政府セッションおよ

び企業セッションの要旨を述べる。

いての発表があり、日本側は高度な水

環境局資源経済課長・横手広樹課長が、

政府部門では、経済産業省産業技術

会議において、水素エネルギーの活用と
さらに業種を超え

結し、官民共同で、

焼却発電の紹介があり、中国側企業か

現するためのサーマルリサイクル・ごみ

ごみの無害化 100％とゼロ埋立を実

要のあるごみ量が激減し、再生利用・

実施され、結果として、埋め立てる必

対応するべく、廃棄物処理法の改訂が

題化したごみ問題（処分場の不足）に

日本側政府部門は、２０００年代

いて触れ、最近のプラスチック利用・リ

ク汚染管理の強化に関する措置」につ

プラスチック問題が起きていること、対

ステムやアイディアが発表された。

を解決するために創出された様々なシ

た取り組みとして CLOMA の紹介が

着実に進んでいること、官民一体となっ

ク製品の「使用後」を意識した商品デ

クルを推進する団体からは、プラスチッ

ブルー・オーシャン・ビジョン」が宣言

プラスチック資源循環のために「大阪

また、大阪市からは、G において、

なされた。

ザイン、製品開発や新市場開発を行う

され、

また、日中双方のプラスチックリサイ

必要があるとの指摘があった。

年までに海洋プラスチックご

や企業の環境コストの負担を軽減するた

加してもらうためのデポジット制度構築

よりも、市民に積極的にリサイクルに参

あることに対して、中国企業は技術面

対しては技術面からのアプローチが主で

日本企業はプラスチックリサイクルに

を目指す都市間協力などについての紹介

進、成功すればさらなる他地域への拡大

決のための協力を行い、適切な処理の推

して、生活ごみの効率的処理の課題解

携や中国の友好都市である上海市に対

UNEP（国際連合環境計画）との連

みによる追加的汚染をゼロにすること、

企業部門では、株式会社エフピコが、

めのグリーンパッケージのリースシステ

プラスチックリサイクルを併せた取り組

トレーからトレーを作り出す、水平リサ

があった。

みが印象的であり、同じ課題に対して日

イクルの取り組みや、ペットボトルから

ムなど、ビッグデータや IoT 技術と

中間で異なる施策を見ることができた。
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JC ECONOMIC JOURNAL 2020.2

循環経済分科会

平リサイクル（トレーをトレーに再生、

日本の廃棄物対策、リサイクル制度につ

【日本側発表】

トレーとペットボトルから透明トレーを

いて紹介した。 年代に入って、社会問

プラスチック資源循環のための技術につ

したサプライヤー

再生）や、中国で取り組んでいる生活

持続可能な資源循環経済の
構築に向けて
019 年の第 回日中省エネル
など２６５社が集

並んでプラスチックリサイクルは、重点
た関係者が連携す

らは、技術の高度化が日本に比べて遅れ

ギー・環境総合フォーラムの全体

的項目として取り上げられた。プラスチッ
るプラットフォーム

循環利用率が増加し、資源の再利用が

2
クリサイクルを積極的に行い、資源を循

ている分、プラスチックリサイクル問題

循環への取り組みや他機関、友好都市・

大阪市は継続的なプラスチック資源

を構築した。

海洋プラスチックごみを減少させるなど
世界規模で取り組むべき問題である。

上海市との都市間協力についての紹介を
行った。

に入り社会問題化したごみ問題（処分

サイクルについては利用率も回収率も高

ものは対象外としながらもレジ袋の有

処措置として減量化を進めているがコス

20

こうした背景のもと、循環経済分科
会は「持続可能な資源循環経済の構築

所の不足）に対応すべく廃棄物処理法

く、再利用率は高まりつつあるが、品質

中国政府部門は、国家発展改革委員

の改訂を行い、結果的に埋め立てを必

が向上していないことが課題であると指

に向けて」をテーマに掲げ、官民の取り

要とするごみの量が激減し、再生利用

摘した。さらに、デリバリー事業の成

会が、
今後詳細が発表される「プラスチッ

や循環利用率が増加したことを説明し

長などに伴い、短期間で急速に使い捨て

料化や、海洋プラスチックごみの解決

トが見合っていないこと、市民の生活の

50

組みについて紹介と討議が行われた。

た。さらには 年 月から環境に良い

を進め、プラスチック再生利用のため

利便性を損なってしまうとプラスチック
回収を進めていくことが困難であると述

（

プラスチック資源循環について
活発な議論が行われた

環させることは、日中両国のみならず、

00

13

7

に「
Clean
Ocean Material Alliance
）
」に小売業者をはじめと

20
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ての紹介があった。このような取り組み

透明トレーをリサイクルする工程につい
で原子力発電所 基分に相当する発電

理能力が大規模化し、中国では、総計

市場開発が必要であり、廃プラスチック

後」を視野に入れた製品開発・新たな

利用できるグリーンパッケージに切り替

流で必要となる段ボールを 100％再

排出量の削減に貢献していることなどが

また、最も重要な成果として、CO
2

るため、石油由来の原料が不要になる。

では、再生原料でトレーなどが作られ

年までにプラスチック包装の ％をリ

スチック戦略の基本原則の紹介があり、

プラスチック工業連盟から、日本のプラ

ていく計画であると述べた。最後に日本

みの無害化やゼロ埋立を中国全土で広め

を行っている実績がある。また今後もご

処の陸処長から、今後中国ではプラス

会資源節約・環境保護司循環経済発展

政府部門からは、国家発展改革委員

スにつなげる必要性を指摘した。

環を目指し「使用後」を新たなビジネ

の海外輸出が難しくなったいま、国内循

が、生分解性プラスチックに関して、包

最後は、中国プラスチック加工工業協会

用状況を把握できる利点が紹介された。

プを埋め込むことで、リアルタイムで利

ことで企業の環境コストを減らし、また

スモデルの紹介があった。リースを行う

え、必要な企業にリースを行うビジネ

日本側：「日本の資源循環政策について」
経済産業省 産業技術環境局 資源循環経済課 課長 横手広樹

中国側：「プラスチック汚染管理の強化に関する政策措置」
国家発展改革委員会 資源節約・環境保護司 循環経済発展処 処長 陸冬森
日本側：「大阪市のプラスチック資源循環の取組」
大阪市 環境局環境施策部 都市間協力 担当課長 三原眞

質疑応答

質疑応答

ことが今後の課題であり、官民ともに

は高いが、リサイクルの品質がまだ低い

た。また、中国でのプラスチック回収率

真剣な取り組みを行っていることを述べ

点からみること、設計段階からリサイク

要因を減少させるためには、素材の観

ラスチックによってもたらされるマイナス

チックによる利便性を享受しながら、プ

エネを心がけるべき点が述べられ、プラ

ルを意識すること、製品の生産時も省

企業部門からは、盈創（INCON）

スチックの代替素材について具体的な幾

取り組む必要があると述べた。

再生資源回収有限公司から、使い捨て

つかの説明がなされた。

【企業訪問】

プラスチックを減少させ、リサイクル率

を高めるための創意

月 、 日に企業訪問が実施され、

実際の運用や、将来

北京市で行っている

の利 点 お よ び 現 在

ト制度を構築し、そ

るコストや工程上での日中の違いや技術

見学した。中国側からは、再生に掛か

のプラスチック再生利用のための工程を

会社エフピコを訪問した。そこでは一連

茨城県にある協栄産業株式会社と株式

工夫として、デポジッ

的な計画が紹介され

面の質疑が活発に行われ、関心度の高

（調査部主査 伊藤季代子）

た。次いで灰度環保

10

さがうかがえた。

9

30

中国側：「グリーンプラスチック包装デザインおよび持続可能な発展について」
中国プラスチック加工工業協会生分解プラスチック専門委員会 副会長 朱丹玉

30
中国側：「中国におけるデポジット制度の模索と実践」
盈創 (INCON) 再生資源回収有限公司 戦略投資部 総経理 白平

株式会社エフピコを訪問

リースに使うパッケージにコードとチッ

紹介された。次に日立造船株式会社か

ユースまたはリサイクルするとし、国民

チック汚染管理を強化する政府文書が

冒頭挨拶
日本側：経済産業省 産業技術環境局 資源循環経済課 課長 横手広樹
中国側：国家発展改革委員会 資源・節約環境保護司 循環経済発展処 処長 陸冬森

【中国側発表】

事業についての説明があった。同社の技
各界各層との連携と協働により実現を

循環経済分科会

アジェンダ

ら、
海外における EfW
（ごみ焼却発電）

術は、ごみを無害化・無臭化し、埋立

装デザインの観点からの発表があった。

総括発言
中国側：国家発展改革委員会 資源節約・環境保護司 循環経済発展処 処長 陸冬森
日本側：経済産業省 産業技術環境局 資源循環経済課 課長 横手広樹

発出されること、そのことからも分かる

日本側：「プラスチック資源循環戦略とプラスチック容器包装」
日本プラスチック工業連盟 専務理事 岸村小太郎

目指すという。また、従来は品質とコス

質疑応答

地の延命に寄与しつつ発電を行うシステ

（敬称略） ※同時通訳
容
内

12

科技（上海）有限公

司より、急増する物
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3

中国側：「グリーンリサイクルパッケージ即サービス」
灰度環保科技（上海）有限公司 董事長助理 屠楽天

現在のライフスタイルを維持し、プラス

日本側：「日立造船の海外 EfW（ごみ焼却発電）事業について」
日立造船株式会社 環境事業本部 環境営業統括部 環境海外営業部 部長代理 峰尾信吾

ように中国がプラスチック汚染に対して

質疑応答

トを追及してきたが、これからは「使用
日本側：「エフピコモデルの循環型リサイクル ～トレー to トレー＆ボトル to トレー～」
株式会社エフピコ 環境対策室 ジェネラルマネージャー 冨樫英治

ムである。現在では、焼却炉１基の処

2019 年 12 月 8 日（日）13:30 ～ 17:00 於：ホテルニューオータ二 翠鳳
共同議長：
日本側：経済産業省 産業技術環境局 資源循環経済課 課長 横手広樹
中国側：国家発展改革委員会 資源節約・環境保護司 循環経済発展処 処長 陸冬森

JC ECONOMIC JOURNAL 2 月号 SPECIAL REPORT

省エネルギー・環境分野における
日中協力モデルプロジェクト

（２）省エネ分野における協力枠組
の継続に関する合意書
日本側 ： 一般財団法人省エネル
ギーセンター
中国側 ： 中国国家節能中心

（１）省エネルギー・環境保護事業
の促進についての枠組協力
日本側 ： 一般財団法人日中経済
協会
中国側 ： ①国家発展改革委員
会国際合作中心、②蘇州高新区
管理委員会

（７）低炭素・循環型水素社会の実
現に向けた枠組協力
日本側 ： 一般財団法人石炭エネ
ルギーセンター
中国側 ： 楡林経済技術開発区

（ ６） 土 壌、 水 務、 固 体 廃 棄 物 処
理などの環境全般に関する合作プロ
ジェクト
日本側 ： 丸紅株式会社
中国側 ： 啓迪控股股份有限公司

鉱業集団有限公司

（３）水素の活用による、工場およ
び周辺地域の低炭素化に向けた日
中協力実証事業
日本側 ： 丸紅株式会社
中国側 ： 巨化集団有限公司

（ ）有機固体廃棄物熱分解炉利用
に関する協業意向書
日 本 側 ： WEF 技 術 開 発 株 式
会社

（９）地域環境保護事業促進に関す
る業務提携の枠組協力
日本側 ： ①株式会社みずほ銀行、
②瑞穂銀行（中国）有限公司
中国側 ： 清華蘇州環境イノベー
ション研究院

（８） 環 境 省エネ型 プレハブ住 宅モ
ジュールの産業化に関する合意書
日 本 側 ： ① ECO 資 源 投 資 株
式会社、 ②株式会社丹下都市建
築設計
中国側 ： 亜当斯艾普頓（天津）
投資管理有限公司
（４）循環低炭素経済分野における
協力の枠組み協定
日本側 ： 北九州市
中国側 ： 天津市静海区人民政府
（ ５） 炭 素 繊 維 熱 伝 導 防 食 塗 料を
石炭火力発電所に使用した省エネ
と石炭灰再利用によるエコ建材プロ
ジェクト協定
日本側 ： 株式会社リバーステク
ノロジー
中国側 ： ①中国建材環保研究
院有限公司、②山西晋城無煙炭

10

調印案件
プロジェクト

第13 回 日中省エネルギー・環境総合フォーラム

今回の新規調印案件は合計 26 件に
のぼり、事前調印式には 13 件のプロ
ジェクト関係者が参加

26 件の日中協力モデルプロジェクトの文書交換が行われ、今回を含
本フォーラムでは、全体会議にて合計
む過去 13 回のフォーラムで発表されたプロジェクトは累計で 388 件となった。

文書交換に先立ち、12 月 7 日に事前調印式が開催された。立会人は、日本側から資源エネルギー庁省エ
ネルギー・新エネルギー部政策課・山崎琢矢課長、中国側は国家発展改革委員会資源節約・環境保護司循環
経済処・陸冬森処長が務め、13 件の協力プロジェクトが調印された。
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中国側 ： 湖南万容科技股份有限
公司
（ ）環境保護分野におけるビジネ
ス交流促進のための枠組協力
日本側 ： 関西・アジア 環境・省
エネビジネス交流推進フォーラム
中国側 ： 広東省科技合作研究促
進中心
（ ）小型メタンガス発電プラントの
中国国内での普及に関する協力覚書
日本側 ： 株式会社ヴァイオス
中国側 ： 山東中埼環保設備製造
有限公司
（ ）農村都市混在型生活ごみ処理
資源再利用システム改善と構築につ
いての協力事業覚書の締結等
日本側 ： 一般社団法人国際３E
研究院
中国側 ： 浙江加百列生物科技有
限公司
（ ）土壌修復薬剤、技術および設
備の共同研究開発並びに応用に関す
る合意
日本側 ： 北九環境投資有限会社
中国側 ： 上海化工研究院有限公
司
（ ）青島中日省エネ環境保護産業
園フィジビリティスタディおよび概念
性建設計画編制プロジェクト

日本側 ： ①株式会社三菱地所
設計、②株式会社野村総合研究
所
中国側 ： 青島国際経済合作区
管理委員会
（ ）石炭火力発電所の環境対策等
に関する協議書
日本側 ： 一般財団法人石炭エネ
ルギーセンター
中国側 ： 中国電力企業連合会
（ ）長江の環境保護に資する協働
ファンドの組成協議着手に係る覚書
日本側 ： 大和企業投資株式会
社
中国側 ： ①中節能資本控股有
限公司、②湖北国翼投資管理有
限公司
（ ）省エネおよびエネルギー効率
化の分野における戦略的枠組み協
定
日本側：①三井住友銀行（中国）
有限公司、②三井住友融資租賃
（中国）有限公司
中国側 ： 中国国家節能中心
（ ）環境・省エネ分野における戦
略提携に関する枠組協定
日 本 側 ： 理 光（ 中 国 ） 投 資 有
限公司
中国側 ： 清華蘇州環境イノベー

ション研究院
（ ）日本の省エネルギー環境技術
等の連 雲 港 市 贛 榆 区での転 用に関
する枠組協力
日本側 ： 株式会社環境・エネル
ギー技術研究所
中国側 ： 江蘇省連雲港市贛榆
区人民政府
（ ）下水処理運営管理分野におけ
る人材育成および戦略的提携に関
する合意書の締結
日本側 ： ①株式会社ウォーター
エージェンシー、 ②一般社団法人
日中科学技術文化センター
中国側 ： 北控水務集団有限公
司
（ ）日中省エネルギー環境保護園

区での投資に関する政策情報提供・
企業紹介の協力協定の締結
日本側 ： ①株式会社みずほ銀行、
②瑞穂銀行（中国）有限公司
中国側 ： 青島国際経済合作区管
理委員会

（ ）鉱山跡地・汚染土壌の修復に
関する技術移転および技術提携
日本側 ： テピア環境インターナ
ショナル株式会社
中国側 ： 大地国際集団有限公司

（ ）河南省における紙・プラスチッ
ク代替新素材の事業化に関する協力
覚書
日本側 ： 株式会社 TBM
中国側 ： 中原豫資投資控股集団
有限公司

（ ）省エネルギー・環境保護事業
の促進についての枠組協力
日本側 ： 一般財団法人日中経済
協会
中国側 ： 北京市科学技術研究院

（ ）石炭スラリー製造技術の推進
に関する協力覚書
日本側 ： 一般財団法人石炭エネ
ルギーセンター
中国側 ： 青島特利爾環保股份有
限公司

（事業開発部）
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第 回自動運転に関する日中官民合同セミナー開催報告

2019 年 月 日、北京経済技術開発区において、当会が実施団体を務める「第 回自動運転に関する日中官民合同セミナー」が開催され、

2

20

2

功裏に終了した。本セミナーは世耕弘成・経済産業大臣
（当時）
と苗圩工業信息化部長との合意に基づき、 年 月に東京にて開催された第 回に続

上田洋二・経済産業省審議官
（製造産業局担当）
および銭明華・工業信息化部装備工業司副巡視員をはじめ、日中合わせて約 200 人が参加し、成

9

10

● 能登麻規子

いて開催されたものであり、今回は第 回セミナーでの議論を踏まえ、自動運転分野での日中産業協力の具体化に向けて交流を深めた。

18

向上や課題抽出などへつなげることを

取り組みについての紹介発言があった。

ップ、制度整備、社会受容性向上の

一般財団法人 日中経済協会 調査部

目的に、今回、第 回目の「自動運

世 界 的に急 速に進 展 する自 動 車

転に関する日中官民合同セミナー」

ップや各分野での概括的な日中両国

テーマ別講演では、第 回のロードマ

転、シェアリング、電気自動車）の潮
流の中、自動車産業はビジネスモデ
ルや産業構造の変化に直面している。

ある点を共通認識とした。一般道路、

こうした中、日中間における自動

よび実証実験が加速している。

ら、世界中で自動運転の技術開発お

決に資するものと考えられることか

率化など、現代社会が抱える課題解

争力の向上、さらには関連産業の効

不足解消、移動手段の確保、産業競

緩和・環境負荷低減への貢献や人手

）であ
の （ Autonomous
る自動運転は、交通事故削減・渋滞

の取組やロードマ

走行について、官民一体で取り組んで

」 の重 要
「 Connected Industries
分野 注１の１つに位置付けられた自動

続いて経済産業省上田洋二審議官より

策や協調体制について、発言があった。

領域の質の高い発展に向けた関連政

ェント・コネクテッドカー（

）

の銭明華副巡視員より、インテリジ

工業信息化部（工信部）装備工業司

事次第を整理する。セミナー冒頭、

国にある自動車関連企業から構成さ

側実施団体を務めた CAAM は、中

ムプラン」の発表である。今回中国

「自動車ビッグデータプラットフォー

（CAAM）技術部王耀主任からの

特筆すべきは、中国汽車工業協会

として、日中企業協力についての事例

いて紹介された。協力が進んだ成果

ソフトウエアや操作システムなどにつ

験を含む各種取り組み、標準、基礎

I
C
V

I
C
V
5

紹介も行われた。

運転に関する交流を強化し、情報交

いる日本の

今回は、安全性確保が最重要課題で

．
日中主催挨拶、
テーマ別講演

の取り組みの紹介から一歩踏み込み、

1

高速道路、バレーパーキングの実証実

1

表 、 にはセミナー概要と、議

2

3

換を通じて技術開発、社会受容性の

A

理した）

が開催された。
（開催経緯は表 に整

2

（コネクテッド、自動運

．
開催経緯

1

2

の

1
C
A
S
E

C
A
S
E

1

セミナーには幅広い業界から日本側・中国側合わせて約 200 人が参加
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の会員企業を有する。会員企業や関

れる業界団体であり、約 2700 社
し、自動車ビッグデータ委員会を

タの共有実現のため、産官学が連携

統括するワーキンググループ（WG）

年 月に設立し、あわせて各業務を

産学界へ各種提言、政策研究、情報

Mobility

は欧 米や日 系 企 業などが参

画している 年 月設立の

第

も立ち上げたとのことである。

各種人材育成等を行っている。

同年 9 月 20 日 「第 2 回自動運転に関する日中官民合同セミナー」および日中課長級対話

王主任によると、以下 点の流れ

5

Open Blockchain Initiative
）をはじめとしたブロック

18

第 45 回日中経済協会合同訪中代表団での工信部との全体会議
同年 9 月 11 日 王瑞華工信部装備工業司副司長および中尾清哉団員（トヨタ自動車研究開
発センター有限会社董事長兼総経理）より、連携の枠組みとして構築され
た「第 2 回自動運転に関する日中官民合同セミナー」開催に言及

示会開催、国際交流、関連業界への

サービス、標準策定、セミナーや展

連業界からの要望をもとに、政府や

19

チェーン技術を活用した自動車データ

準に沿っていない道路標識などが挙げ

な車線、車線と漢字表示の混在、標

られ、車線と通行エリアの識別をはじ

エコシステム構築、第 はドイツ系自
動車企業３社による

が、上記委員会・WG が率先してデ

社の間でのデータ共有が困難であった

準・統一化等が課題となっており、各

③データの標準化、集約、保存の標

ア技術、法規制、プライバシー情報、

益保証などのビジネスモデル、②コ

これまで①データ所有権と共有収

を有する中国で、OEM 以外のベン

広大な面積と多種多様な気候や地形

となる。これらの特徴と、東西南北に

オやそれに対応する各種処理が必要

車両の認識など、中国独自のシナリ

は、近距離での予測不能な割り込み

を行う必要がある。運転習慣について

響されないように最適化・応用処理

めとした各種シナリオ認識とそれに影

ータフォーマットの統一化、分類、流

チャー企業も続々と実証実験を行い、

社買収と
Here

通、マイニング、分析、応用や、ブロ

膨大なデータを日々各地から収集し

データ形式統一である。

ックチェーンプラットフォームの構築、

今後、日中自動運転分野での協力

ている。そしてそれを一カ所に集約し

定と管理を進めている。今後は、デ

に関しては、データ共有についても重

取引規則のシミュレーション、応用シ

ータのさらなる分類と共有方法につい

要なポイントになると考えられる。し

て活用することは、今後自動運転の

て議論を進め、最終目標は、政府に

かし、データ分類の定義や、共有可

ーン別のデータ形式、データ定義分

よる監督管理と、業界での企業活動

否についての議論および制度整備はこ

実用化に向けた重要な取り組みであ

を結び付けるビッグデータプラットフ

れから行われるとのことで、収集され

類や、団体標準の暫定制定など、ブ

ォームを設置するとのことで、中国で

た各種自動運転の走行データや走行

り、技術開発の加速が見込まれる。

ICV 分野での国家レベルでのデー

中の監視データなどが政府による別の

中国では、省や地域ごとに法律、

でのデータの適切な管理や運用、法律

もある。公平・機密性が守られる形

目的での監督管理に流用される懸念

運転習慣や道路インフラが異なる。イ

整備に向かうよう注視すべきである。

いる。

タ共有システムが構築されようとして

ロックチェーン技術と統一ルールの制

※役職はすべて当時
（注 1）2018 年 5 月 29 日 経済産業省ニュースリリース
https://www.meti.go.jp/press/2018/05/20180529005/20180529005.html
（注 2）2018 年 10 月 12 日 経済産業省ニュースリリース
https://www.meti.go.jp/press/2018/10/20181012005/20181012005.html
（注 3）2019 年 6 月 10 日 経済産業省ニュースリリース
https://www.meti.go.jp/press/2019/06/20190610001/20190610001.html

（

第 43 回日中経済協会合同訪中代表団と工業信息化部との全体会議
2017 年 11 月 22 日 瞿国春工信部装備工業司副司長より、
「ICV 分野での協力と情報交換を強化
し、関連する標準や技術法規の制定を共同で推進したい 」旨の発言
世耕経済産業大臣と苗圩工信部長との会談注 1
①自動運転に関する官民合同セミナーを
2018 年内に開催
2018 年 5 月 28 日
② 7 月をめどに自動運転政策を議題とする課長級対話を開催
③次官級協議を開催することに合意
同年 7 月 19 日 自動運転に関する日中課長級対話を北京にて開催
第 44 回日中経済協会合同訪中代表団での工信部との全体会議
同年 9 月 12 日 王瑞華工信部装備工業司副司長および内山田竹志副団長（トヨタ自動車株
式会社代表取締役会長）より、
「第 1 回自動運転に関する日中官民合同セミ
ナー」開催に向けた準備を進めているとの発言
同年 10 月 11 日 寺澤経済産業審議官と、羅文工信部副部長による次官級定期協議注 2
「第１回自動運転に関する日中官民合同セミナー」
（東京）
同年 10 月 12 日 日本自動車工業会と中国汽車工業協会との間で ICV 分野における協力覚書
調印
世耕経済産業大臣と苗圩工信部長の第 1 回日中産業大臣対話注 3

2

ンフラ面では、車線の消失、不規則
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5

1

M
O
B
I

①「第 2 回自動運転に関する日中官民合同セミナー」を秋頃に北京開催で
2019 年 6 月 10 日 合意
② 国際標準化組織（ISO）の枠組みの下で、自動運転の安全評価の標準化
について協力していくことで一致

2

から、中国でも自動運転の走行デー

自動運転に関する日中官民合同セミナー開催経緯
表1

今回の試乗会を行った閉鎖試験区（亦

査、日常監督などの業務を担っている。

の市販車）に分かれ、閉鎖空間内で

③ L2 バレーパーキング（長安汽車

L4 トラック自動運 転（一汽解放）

動運転（東軟、蔚来、一汽轎車）
、②

め、
工信部や北京市経済信息化委員会

荘基地）では、中国の自動運転評価

各人 分程度の試乗を行った。閉鎖

京市の自動運転車両の申請、各種審

（当時。現在、北京市経済信息化局

）の様々な道路

出資をして設立したものである。試験

やシーンを再現・網羅したシナリオ、

路、トラックは高速道路を再現した

からは、
「実際に試乗することで、現

月

公安交通管理局、北京市経済信息化

委員会連名で《北京市自動運転車両

試験道路管理法（試行）
》注３が交布さ

れ、自動運転の安全性を担保するた
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部・省協力協議 注２
」を具体化するた

セミナー当日の午後は日本側参加
に改称）の指導のもと、自動車、交
レベル（

．
試乗会

希望者を対象に、
「国家スマートカー・
通、通信、関連大手企業などが共同

て自動運転車両の試乗を行った。本
区を運営する北京智能車聯産業イノ

区域においてオーナーカーは都市道

試験区は 年 月に工信部、北京市、
ベーションセンター有限公司は 年

障害物のないシンプルなルートをほぼ

T
5

）
、自
（ Vehicle to Everything
動運転車、スマート交通などの新技

T
1

自動運転で走行した。試乗会参加者

講演内容、
その他

・自動運転実証実験に関する取り組み、
評価、シュミレーション
・ダイナミックマップ
・一般道、高速道路、バレーパーキ
・ヒューマン・マシン・インター
ングの技術開発と実証実験
フェイス
・車用ソフトウエア、シナリオ、
・情報セキュリティ
安全性、車用操作システム標準化
・ICV 標準
・日中企業協力の成果紹介
・自動運転技術のロードマップ
・日本自動車工業会と中国汽車工業
協会 協力覚書調印

状などを理解することができ、良かっ

た」
、
「中国における自動運転の技術

進歩・躍進に驚いた」などの感想が

寄せられた。

CAAM に よ る と、V2X 環 境

下での試験運転開始は、 年を目途

年

6

に北京市交通委員会、北京市公安局

デル地区のひとつであり、

進められている自動運転実証実験モ

済技術開発区は、中国各地で建設が

今回セミナーが開催された北京経

４．
おわりに

った。

ではまだ実施していないとのことであ

19

V
2
X

日中における ICV の官民交流と協力
の促進

試乗会は、① L4 オーナーカー自

試乗会には日本側試乗参加希望者 58 人が参加

3

10

としており、試乗時（ 年 月時点）

20

9

19

ICV の技術発展と応用シナリオ：
「シ
ナリオによる自動運転技術の応用促
進」
テーマ

河北省が締結した「ブロードバンドモ

北京市大興区 経済技術開発区 北京格
蘭雲天国際酒店

18

月 日に、北京市自動運転試験の第

中国側：羅文工業信息化部副部長

バイルインターネットに基づくスマー

東京都港区 グランドニッコー東京
台場

15

中国側：銭明華工業信息化部装備工
業司副巡視員

1

日本側：日中経済協会 /
日本自動車工業会（JAMA)

日本側：日中経済協会 /
日本自動車工業会（JAMA)

日本側：上田洋二経済産業省審議官
（製造産業局担当）
日本側：磯﨑仁彦経済産業副大臣

日中政府側
出席者

第２回

第１回

三者機関として正式に授権され、北
参加人数
171 人（日本側 125 人、中国側 46 人） 201 人（日本側：89 人、
中国側：112 人）
（含プレス）

中国側：中国汽車工業協会（CAAM)

会場

日本側：経済産業省
中国側：工業信息化部

日本側：経済産業省
中国側：工業信息化部
主催

中国側：中国汽車工業協会、北京経
済技術開発区、国家スマートカー・
スマート交通（京冀）モデル区、北
京スマートカー産業イノベーション
センター
実施団体

2019 年 9 月 20 日（金）

2018 年 10 月 12 日（金）
開催日

術のテスト環境が整っている。

～

スマート交通（京冀）亦荘基地」に

3
16

ト自動車とスマート交通応用モデル

第１回・第２回自動運転に関する日中官民合同セミナー概要
表2
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めの公道試験管轄区政府・北京経済

入しており、技術進歩に対して法整

企業が自動運転関連事業に続々と参

）
部で府省連携・産官学連携
（ SIP-adus
による実用化に向けた大規模自動運
の分野での交流継続が期待される。

自動運転に関する日中官民合同セ

係各位より多大なるご協力、ご支援

技術開発管理委員会の具体的作業内

9

ミナー開催にあたり、日中双方の関

本セミナーは、官民関係者が一堂

をいただいたことに、この場を借りて

転実証実験が開始した 注５。

に会し、ICV に関するこのような

厚くお礼申し上げたい。

備や社会受容性の醸成などが追いつい

ていない省や市も多数存在していると

聞く。

両国の取組、課題、各種技術について

容や管理などが定められた。 月と

10

月には《北京市自動運転車両試験

道路要求（試行）
》と、
《北京市自動

I
T
S

構想・ロ

5

12

日本では、
「官民

18

分

（注２） 年１月 日に、工業信息化部、

北京市人民政府、河北省人民政府で調印

された協力協議。協議の内容は、産業イ

ノベーション、産業基金、産業連盟、応

用モデル区を含む。 http://www.beijing.

gov.cn/zfxxgk/110069/zwdt53/2016-

01/27/content_665139.shtml

（注３）試験道路計画、実施プラン、各種

リスク評価報告の作成、標識と標線など

9

の整備、定期巡査、各種報告、対外公開
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8

などを行うことを制定

9

18

（注４）無人タクシーや無人トラックの実

19

用化に向け、 年 月 日公布版を再改

定。 年 月の長沙や、 年 月に上海

で改定された乗客乗車試験および物の積

載試験について規定

（注 ）本誌 頁参照

15

16

5

運転車両試験安全管理規範》
、 月

企業協力紹介 2：ZMP/ANKAI の戦略的提携による自動運転バスの実現
市橋徹・株式会社 ZMP 取締役 事業統括

情報交換と知見の共有、交流を通し

企業協力紹介 1：東軟睿馳とホンダ 新たな都市型シェアモビリティサービスプラ
ットフォームの構築
鄭泉・睿馳達新能源汽車科技有限公司 総経理

ードマップ」の策定および改定、
「自

日本における車用操作システム（OS）のコア技術および標準
坪内一雄・株式会社デンソー モビリティシステム開発部 担当部長

には北京市の《自動運転車両公道試

中国における車用操作システム（OS）の標準研究
孫航・中国汽車技術研究中心有限公司 標準化研究所 五室主任

6

（注１） Connected Industries
重点

車用基礎ソフトウエアの発展
西川賢司・日本自動車工業会 エレクトロニクス部会 /
トヨタ自動車株式会社 制御電子プラットフォーム開発部 主査

た人脈形成のプラットフォームとして

車用基礎ソフトウエアにおける発展の現状および趨勢
東軟睿馳汽車技術（瀋陽）有限公司 総経理 曹斌

動運転にかかる制度整備大綱」に基

自動運転安全性評価に関する日本自動車工業会の活動状況
加藤昌彦・日本自動車工業会 自動運転検討会 副主査 /
トヨタ自動車株式会社 東京技術部 担当部長

19

注４

自動運転シナリオ標準に係る取り組みと進展
孫航・中国汽車技術研究中心（CATARC）有限公司 標準化研究所 五室主任

験管理実施細則（試行）
》も改定

10

高速道路における自動運転技術プランと応用の現状
水野琢磨・日本自動車工業会 自動運転検討会 /
日産自動車株式会社 技術渉外・製品安全グループ 主担

19

野： ①自動走行・モビリティサービス、

高速道路におけるトラックの自動運転技術プランと応用の現状
郭立群・一汽解放汽車有限公司 首席専門家

5

機能することで、日中の協業・連携、

19

づき、 年 月に自動運転の実用化

一般車両による自動バレーパーキング（AVP）システムの社会実装に向けた実証
谷川浩・日本自動車研究所 (JARI) ITS 研究部 部長

され、人口が多く、道路状況も複雑

全自動バレーパーキングの技術プランと応用の現状
梁鋒華・重慶長安汽車股份有限公司 スマート化院 高級経理

②ものづくり・ロボティクス、③バイオ・

一般道における自動運転 技術プランと応用の現状
樋山智・日本自動車工業会 自動運転検討会 /
株式会社本田技術研究所 統合制御開発室 主任研究員

技術革新が創出され、巨額の研究開

蔚来汽車における自動運転システム開発と実証実験
章健勇・上海蔚来汽車有限公司（NIO）自動運転技術総監

と安全性確保のため、
「道路交通法」

自動運転の実用化に向けた日本自動車工業会の取り組み
横山利夫・日本自動車工業会（JAMA）自動運転検討会 主査 /
株式会社本田技術研究所 統合制御開発室 上席研究員（特任）

な北京での各種法整備が進んでいる。

中国における自動車ビッグデータプラットフォームプラン
王耀・中国汽車工業協会（CAAM）技術部 主任

素材、④プラント・インフラ保安、⑤スマ

捷菲・北京経済技術開発区 管理委員会 企業発展服務局 副局長

発費の削減、高度化・効率化された

日中代表挨拶
銭明華・工業信息化部 装備工業司 副巡視員
上田洋二・経済産業省 審議官（製造産業局担当）

と「道路運送車両法」の一部の改正

司会者挨拶
白華・工業信息化部 装備工業司 汽車処 処長

しかし現在、中国全土でベンチャーや

（敬称略） ※日中同時通訳

ートライフ

容

社会の実現が見込まれる。今後もこ

内

が可決され、 年 月より東京臨海

第２回自動運転に関する日中官民合同セミナー 議事次第

IT 企業を含め様々な業態・規模の

表３
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渥美坂井法律事務所・外国法共同事業
外国法事務弁護士 シニアパートナー 範国輝
博士（経済法）中国律師 徐 楊

動向とその対策
図２

裁判所における「公民個人情報侵害罪」に関する刑事事件の件数（地域分布）
（件）
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（出所）北大法宝で検索した情報を基に作成

19 年のデータはまだ完全に公表されていませんが、図 1
によれば、近年、公民個人情報侵害罪に関する刑事事件の
件数は年々増加し、特に CS 法が施行された17 年から急増
しています。また、図 2 によれば、江蘇省、浙江省、上海市、
福建省、広東省などの南方の経済が発展している地域にお
いて、このような事件が多発しています。
一方、個人情報の取り扱いにおける不正行為に対する行
政処罰、行政指導等に関して、17 年および 18 年に国家イ
ンターネット情報弁公室、工業信息化部、公安部、全国情
報安全標準化技術委員会が、オンライン旅行サービス、ネ
ット決済等のインターネット製品・サービスそれぞれのプラ
イバシーポリシーや、事業者による個人情報の収集・使用
方法等を評価し、改善意見を提出する特別検査業務を行い
ました注 10。さらに、19 年 4 月 1日からの 6 か月間において、
国家市場監督管理総局ならびに各地の市場監督管理局は不
動産賃貸、教育コンサルタント、保険仲介、美容やフィット
ネス等の消費者の個人情報を侵害する不正行為が目立つ業
界に対し、主に①消費者の同意なく個人情報を収集、使用、
②消費者の同意なく個人情報を第三者に提供、③ターゲテ
ィング広告を消費者の意思に反して配信する不正行為を取
り締まり、各種の消費者個人情報侵害事件：計 1474 件を
立件し（その内、154 件を公安機関へ移送）
、合計約 3 億
注 11
円の罰金を科しました 。

４．まとめ

中国の個人情報保護制度にはまだ不明確なところがあり
ますが、既に施行されている CS 法、個人情報安全規範、
インターネット個人情報安全保護ガイドライン等で定められ
ている個人情報保護措置を踏まえ、現状の意見募集稿の内
容を参照し、個人情報保護措置の検討を推奨します。

注 1： 18 年 9 月 7 日に公布された全国人民代表大会常務委員会の
第 13 期（18 年 3 月～ 23 年 3 月）の立法計画に個人情報保
護法が含まれた。
注 2： 個人情報安全規範（全国情報安全標準化技術委員会、18 年
5 月 1 日施行）は国レベルの推奨標準であり、法的強制力の
ないものである。もっとも、
個人情報安全規範は、
企業によっ
て自身の個人情報処理活動に適用されるとともに、主管部
門、第三者評価機関等による個人情報処理活動の監督、管
理、評価活動にも適用され、CS 法等の解釈の際に事実上参
照されている。
注 3： 国家インターネット情報弁公室、19 年 10 月 1 日施行。
注 4： 公安部、19 年 4 月 10 日施行。
注 5： 国家インターネット情報弁公室、19 年 5 月 28 日から同年 6
月 28 日まで意見募集。
注 6： 国家インターネット情報弁公室、19 年 6 月 13 日から同年 7
月 13 日まで意見募集。
注 7： 全国情報安全標準化技術委員会、19 年 6 月 25 日から同年
8 月 8 日まで意見募集。
注 8： 国家インターネット情報弁公室、17 年 4 月 11 日から同年 5
月 11 日まで意見募集。
判例等が提供されている法情報デー
注 9： 中国の重要な法律法規、
タベース。
注 10： 国家インターネット情報弁公室の公式サイト (http://www.
cac.gov.cn/2017-08/02/c_1121421829.htm) および全国情 報
安全標準化技術委員会の公式サイト (https://www.tc260.
org.cn/front/postDetail.html?id=20190614170450) 参照。
注 11： 国家市場監督管理 総 局 19 年 11 月 18 日記者会見 (http://
www.samr.gov.cn/xw/xwfbt/201911/t20191118_308613.
html) 参照。
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中国の個人情報保護制度に関する近時の
中国の個人情報保護制度について、2017 年 6 月 1 日にサイバーセキュリティ法（以下「CS 法」
）
が施行されて以来、
「個人情報安全規範」
、
「個人情報と重要データの越境移転安全評価弁法
（案）
」
、
「データの越境移転安全評価ガイドライン
（案）
」等の一連の規定が公表されていますが、その半分以上
は草案で止まっています。現時点においてどのように対応すれば良いでしょうか。
中国では現在、個人情報を本人の同意なく収集・使用することや、ターゲティング広告を本人の同
意なく配信すること等が特に問題視されています。そのため、現在既に個人情報を取り扱っている場
合には、早めに本人の同意を取得し、プライバシーポリシーを作成することが望ましいです。また、個人
情報のローカライゼーションや越境移転等に関して、具体的な規定が公布されていないため、今後の動向
を注視する必要があります。
１．中国個人情報保護制度の概要

中国では、包括的な個人情報保護法は存在しておらず（18
、個
年 9 月に個人情報保護法が立法計画に組み込まれた注 1）
人情報保護に関する規定は民法総則・民法通則、
刑法、CS 法、
電子商取引法、消費者権益保護法、未成年者保護法、銀行
法、医師開業法等の法律法規に散在しています。そのほか、
個人情報安全規範注 2 が実務上重要な国家推奨標準（規格）
として注目されています。
また、個人情報保護の法執行に関して、国家インターネッ
ト情報弁公室はインターネットの安全およびデータ保護に関
する監督管理業務の統一的な調整を行い、公安機関は個人
情報への不正行為の摘発に重点を置き、国家市場監督管理
総局は消費者や患者保護等の観点から個人情報の保護に力
を入れています。そのほか、工業信息化部、中国人民銀行
等は電気通信、金融等の各管轄分野で個人情報保護の法執
行を行っています。

２．最近の立法動向

象を重要インフラ運営者に限定していますが、
「インターネッ
ト個人情報安全保護ガイドライン」5.3.1クラウドコンピュー
ティングプラットフォームに対してもローカライゼーションを要
求し、越境移転制限を設けています。さらに、19 年の「個
人情報越境移転安全評価弁法（案）
」は、17 年の「個人情
報と重要データの越境移転安全評価弁法（案）注 8」における
個人情報越境移転の際、当局に対する申告義務の適用範囲
に例外を定めずに広く適用することを提案しました（17 年の
「個人情報と重要データの越境移転安全評価弁法（案）
」で
は、越境移転を行った個人情報の数量が 50 万人以上または
1,000GB を超える場合等が例外とされています）
。
「個人情報
越境移転安全評価弁法（案）
」ではローカライゼーションが要
求されていないものの、越境移転の際に申告義務が頻繁に
要求されることで、企業はローカライゼーションを考慮せざる
を得なくなる可能性があります。そのため、引き続き個人情
報越境移転規制の動きを注視する必要があります。

３．法執行の動向

注9

中国の法情報データベースである北大法宝 に掲載され
中国の個人情報保護規制は、その適用主体が法令により
た全国の裁判所で下された判決・裁定のうち、10 年 1 月 1
異なること、判断基準が不明確であること、さらに、安全評
日から19 年 12 月 13 日までの公民個人情報侵害に関する刑
価等の馴染みのない概念等もあることから、対応しづらいと
事事件は、計 6391 件にのぼります。
（年次分布および地域
ころがあります。
分布は図 1、2 を参照）
中国の個人情報保護制度をより明確にするために、19
年に「児童個人情報ネットワーク保護規
図１ 裁判所における
「公民個人情報侵害罪」
に関する刑事事件の件数
（年次分布）
、
「インターネット個人情報安全保
定注 3」
（件）
等が施行され、
さらに、 2,500
護ガイドライン注 4」
、
「個人情
「データ安全管理弁法（案）注 5」
報越境移転安全評価弁法（案）注 6」およ 2,000
び「個人情報安全規範（2019 年改正案） 1,500
注7
」等が公表され、意見募集が実施され
1,000
ていました。
特に留意されたいのは、個人情報の越 500
境移転制限に関して、CS 法 37 条はデー
0
タの中国国内保存義務（いわゆるローカラ
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019（年）
イゼーション）と越境移転制限の適用対 （出所）北大法宝で検索した情報を基に作成
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■ 11/26 ～ 12/3 第25回《走近日企・感受日本》 叡・丹東市副市長一行が来日し、当協会を訪問した。
席上、今後の協力について意見交換を行った。
中国大学生訪日団来訪
程海波・中国日本
友好協会副秘書長を
団長とする訪日団が来
訪した。一行は北京
大学、北京師範大学、
北京語言大学、中国
伝媒大学、外交学院 中華人民共和国駐日本国大使館にて
の 5 大学からの学生
4/2425 人に引率教師・事務局を加えて
総勢 29 人。日本航空、Panasonic Design Kyoto、京
都大学、ソニー、三菱商事、三菱 UFJ 銀行、早稲田
大学を訪問し、企業視察と日本の大学との交流を行っ
た。ソフト文化視察として、京都嵐山の周恩来総理記念
詩碑、高台寺、箱根湯本温泉、日比谷松本楼を訪れ、
週末は日本人家庭で 1 泊 2 日のホームステイを行った。
12 月 2 日には中国大使館を表敬し、政治部・聶佳参事
官から挨拶をいただいた。3 日はホテルニューオータニ・
エコツアー視察後、歓送会が開催され、当協会杉田専
務理事ほかが参加した。

■ 12/3 李戦勝・内モンゴル自治区環境保護産業
協会会長一行来会

日本の環境保護産業企業等との交流を目的に、李戦
勝・内モンゴル自治区環境保護産業協会会長一行が来
日し、当協会を訪問した。自治区内の 4 カ所の国際空
港や高速道路に加え、間もなく開通する北京とフホホト
市を結ぶ高速鉄道など、交通網が非常に発達している
点を紹介したのち、今後の環境保護に関する協力推進
について意見交換を行った。

■ 12/11 張叡・遼寧省丹東市副市長一行来会

日本での丹東市投資説明会の開催等を目的に、張

■ 12/18 韓雪琴・江蘇省常州市商務局副局長一
行来会

韓雪琴・江蘇省常州市商務局副局長一行は、日本で
20 年春に予定されている経済分野のセミナー開催など
をはじめとした意見交換のため、12 月 18 日に当協会
を訪問した。
当方からは、セミナーの開催時期や、省エネ・環境
分野を含めた分野での交流強化などについて言及。先
方からはセミナー開催以外にも、環境保護のためのイ
ンフラ建設やごみ・水処理などの省エネ・環境に係るプ
ロジェクトおよび常州市金壇区の日本産業区建設計画な
どの紹介が行われた。

■ 12/20
来会

王君堂・黒龍江省商務庁副庁長一行

｢2019 年北 海 道・中国
国際ビジネス商談会 ｣ への
参加等を目的に、王君堂・
黒龍江省商務庁副庁長一
行が来日し、当協会を訪問
した。席上、日中経済協力会議等に関する協力につい
て意見交換を行った。

■ 12/20 2019年度第７回賛助会員セミナー開催

「中国の高齢化と社会保障政策」をテーマに、澤田
ゆかり・東京外国語大学大学院総合国際学研究院教授
より、中国における医療、生活保障、年金制度などの
紹介や課題、今後の見通しなどについて講演いただい
た。講演後は約 30 分間にわたり、活発な質疑応答が
行われた。
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日中経済協会の出版案内

変化する中国経済を基本から理解するための図表を中心としたデータ集
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Ⅸ日中経済 貿易、直接投資、日本の対中経済協力、日中長期貿
易取決め（LT）契約状況、邦銀の中国支店・現地法人、在留
邦人数
Ⅹ法制度 中国の法令類、中国の主要法令一覧
XI 巻末 日中政府間協定等、日中基本四文書等、中国関係大事記、
在日本中国経済関係機関連絡先など

〈主な内容〉
Ⅰ概況 政治・経済基本データ一覧、一級行政区概況、人口、
主要都市の月別平均気温と年間降水量、祝祭日とその他の記念日
Ⅱ政治体制 政治機構図、中央組織人事、国務院組織人事、共産
党の党大会及び中央委員会全体会議の開催状況、全国人民代表
大会の開催状況、国家指導者及び対外経済関係部門指導者の略
歴、地方人事、主要経済関連政府機関組織人事
Ⅲ2018 年の経済
Ⅳ2019 年の経済
Ⅴ第 13 次五カ年計画他 第 13 次五カ年計画の概要・主要指標・
主要重点項目、改革の全面深化の決定（概要）
、依法治国の全
面推進の決定（概要）
、中国製造 2025（概要）
Ⅵ国内経済 国内総生産と国内総支出、中国の経済成長とトピッ
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