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はじめに 

 

 

環境規制の強化だけに留まらない昨今の資源循環政策を巡る動向やSDGs

など環境問題に関連した世界的な動きは、我が国産業界にとっても従来の環

境対策のあり方に変革を及ぼす影響を受け、工場や事業所等における環境対

策においても、今後、より高度化、多様化、個別化していくことが予想され

る中で、環境関連の新たな課題やニーズが顕在化していくと考えられており

ます。 

こうした動きは、新たな公害防止技術や個別の環境対策課題を解決するよ

うなビジネスを生み出す機会を創出し、環境産業（環境ビジネス）が成長産

業の１つとして、地域経済の活性化や我が国経済の付加価値額の増大にも寄

与していくことが期待されるところであります。 

地域の中堅・中小企業等にとっても、自社の技術を活かして画期的な環境

製品や技術を開発し、環境ビジネスを展開するチャンスとなり、それには資

源循環型社会の展望等を見据え、産業界の課題やニーズに基づいた産業公害

対策上の課題等を把握した上で、環境ビジネスの事業展開や支援のあり方を

検討していく必要があります 

本調査では、環境ビジネスが産業公害の防止と成長産業分野としての発展

を両立していけるような方向性を明らかにし、我が国のＧＤＰ拡大に貢献す

るような地域発の新たな環境ビジネスの創出に向けて、関東経済産業局の支

援のあり方について検討いたしました。 

本報告書が、中小企業の環境ビジネスを展開・発展の契機として役

立つものとなれば幸甚に存じます。 

 

最後に、本調査の実施にあたりご協力いただきました有識者の方々、

ヒアリング及びアンケートにご協力いただきました企業の皆様にこの

場をお借りして厚く御礼申し上げます。 

 

 

令和２年３月 

 

 

関東経済産業局資源エネルギー環境部 

環境・リサイクル課 
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第１章 産業公害対策の課題、環境ビジネスの市場に関する調査 

 

１．環境ビジネス市場について 

（１）環境省報告書から抽出される有望分野 

環境汚染防止分野、廃棄物処理・資源有効活用分野で、市場規模、市場規模の伸び率（直

近５年間）から有望と考えられる分野の抽出を試みた。 

2016年の売上高規模と 2011～2016年の売上高の伸び率をマッピングしたものが下図であ

る。売上高が大きいものは、建設リフォーム・リペア、サルファーフリーのガソリンと軽

油であり、売上高の伸び率が大きいものは、レアメタルリサイクル、電子書籍、カーシェ

アリング、エコカーレンタル、海洋汚染防止装置となっている。 

 

2016年の売上高（横軸：億円）と 2011～2016 年の売上高の伸び率（縦軸：％）の関係 

 
（資料）「平成２９年度環境産業の市場規模推計等委託業務 環境産業の市場規模・雇用規模等に関する報

告書」 

 

2016年の雇用規模と 2011～2016年の雇用規模の伸び率をマッピングしたものが下図であ

る。雇用規模が大きいものは、建設リフォーム・リペア、一般廃棄物の処理に係る委託費

（収集・運搬）、一般廃棄物の処理に係る委託費（中間処理）、産業廃棄物処理であり、雇

用規模の伸び率が大きいものは、バイオ燃料、カーシェアリング、電子書籍、エコカーレ

ンタル、海洋汚染防止装置となっている。 
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2016年の雇用規模（横軸：人）と 2011～2016 年の雇用規模伸び率（縦軸：％）の関係 

 
（資料）「平成２９年度環境産業の市場規模推計等委託業務 環境産業の市場規模・雇用規模等に関する報

告書」 

 

（２）推測した有望分野（水処理、プラスチックリサイクル、バイオマス利用、太陽光パ

ネル・CFRP・医療機器等の廃棄物処理分野）の動向 

本調査実施前に関東経済産業局において将来性が見込まれると推測した有望分野につい

て、市場動向等を調査した。 

 

①水処理分野の市場動向 

水処理関連製品のうち日系企業のプレゼンスが比較的高い品目を世界市場で捉えた。 

水処理膜のうち、MF 膜/UF 膜、RO 膜/NF 膜は世界的な飲料水需要や工業用水需要の増大

に伴い、高い伸長率を示している。MBR用膜についても下水処理需要の増加とリプレイスが

奏功し、市場は大きく拡大する。 

オゾン発生装置も浄水場向け需要や、排水再生利用向けの需要増に起因して市場は大き

く伸びると予想される。 

 

国内の水処理膜市場は、世界市場の伸びと比較すると鈍い動きとなっている。 

MF 膜/UF 膜は、国内では浄水場向けおよび工業用水向けの需要が中心となっている。浄

水場における膜ろ過の導入施設は 2018年度末で 912カ所となる。ここ数年導入スピードは

鈍化しているが、依然拡大の余地があり、導入済み浄水場へのリプレイス需要も堅調であ

る。 
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 MBR 用膜は、下水処理場を中心とした世界の導入トレンドと異なり、産業排水を中心と

した需要となっている。下水処理場では、依然導入実績が限定され、今後官民連携事業が

進む中で、処理の効率化や維持管理の容易性が評価されることでさらに市場は拡大する可

能性がある。 

RO 膜/NF 膜は、海水淡水化需要の少ない日本では、純水や超純水を中心とした需要とな

っている。ただ、国内半導体産業やディスプレイ産業の世界市場におけるプレゼンスの低

下により、RO膜/NF膜需要も低調な推移となる見込みである。 

 

水処理薬品は、大口需要家である浄水場や下水処理場における処理水量の減少や、薬注

制御の最適化を図るモニタリング技術の開発などによって緩やかな減少傾向がみられる。 

水殺菌・消毒用薬品、無機凝集剤、高分子凝集剤、イオン交換樹脂は、原材料価格の高

騰により製品価格が上昇したため、金額ベースの市場は拡大しているようにみえるが、数

量ベースでは横ばいから減少となっている。 

 EDI スタックは、純水製造装置や超純水製造装置に組み込み、薬品を使用せず電気的に

イオン交換樹脂の再生を行うもので、薬品使用量の低減化や省メンテナンス性が評価され

ており、今後も市場は拡大が見込まれる。 

 

水処理装置・プラントでは、国内市場は多くが更新案件中心の対応となり、新設案件は

少なくなっている。純水製造装置/システムは食品・飲料、医薬、医療などの需要分野での

リプレイスもあって、堅調に推移している。超純水製造装置/システムは、超純水供給サー

ビスへの移行もあり、市場は低調に推移する。 

紫外線照射装置は、浄水場へのさらなる普及や UV-LEDへの期待もあって、市場は拡大が

見込まれる。 

超微細気泡散気装置は、大都市の下水処理場への導入が進むことで市場は依然成長余地

があると推察した。 

 

水処理関連サービスとして、下水道の民間委託、純水・超純水供給サービス、上下水道

遠隔監視・制御システム、地下水利用システム/サービスを取り上げた。 

下水道施設の民間委託は、長期の包括的民間委託の採用が進行するとみられ、装置市場

よりは減少幅は小さくなるとみられる。また今後コンセッションなど新たな官民連携形態

が採用されれば、市場に対して与えるインパクトは大きいとみられる。ただ、浜松市の計

画が延期となったこと、他自治体における様子見感も強いことからコンセッションについ

ては 2025年までに波及するレベルで導入が進むとは見込みづらい。 

純水・超純水供給サービスは、国内の半導体メーカーやディスプレイメーカーの多くで

採用されており、契約更新などで需要は堅調である。ただ、半導体やディスプレイの主戦

場は台湾、中国、韓国であることから、サプライヤーは海外向け事業への注力度を高めて

いくことも予想される。 
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地下水利用システム/サービスは、災害が多く断水などで影響を受けやすい日本では、医

療機関や商業施設、公共施設などでの需要は堅調である。同市場は一気に盛り上がったた

め、一時期参入企業が大幅に増加したが、現在は撤退したところも多く、プレイヤーは落

ち着いている。以前納入した拠点へのメンテナンスを通じた更新需要などもあり、市場の

大幅な落ち込みはない。 

 
（資料）株式会社富士経済「2019年版水資源関連市場の現状と将来展望」 
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②プラスチックリサイクル市場動向 

わが国で発生する廃プラスチックのうち、有効利用される廃プラは、全体の 86％に上る。 

しかし、エネルギー回収の割合が高く、材料リサイクルの割合向上が課題である。 

 

プラスチックリサイクルの状況 

 
（資料）一般社団法人プラスチック資源循環協会「2017年 プラスチック製品の生産・廃棄・再資源化・

処理処分の状況 マテリアルフロー図」（2018年 12月） 

 

材料リサイクルに回る樹脂の種類は限定的である。また、ペットボトル等、単一樹脂で

製造されるプラスチック製品は、材料リサイクルに回りやすい。生産・加工ロス品など、

工場から同一樹脂で まとまった量が排出されると、材料リサイクルに回りやすい。 

 容器包装リサイクル法に基づき、家庭から集められたプラスチックは、材料リサイクル

またはケミカルリサイクルに回すことが義務づけられており、家庭から集められたプラス

チックの一部は、材料リサイクルに回っている。 

 しかし、材料リサイクルに回る家庭系のプラスチックの約半分は、材料に不適なもので、

焼却処理されている。 

 材料リサイクル全体のうち、国内で利用される割合は約３分の１（35.9％）。約３分の２

は海外に輸出されている。 
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（資料）一般社団法人プラスチック資源循環協会「2017年 プラスチック製品の生産・廃棄・再資源化・

処理処分の状況 マテリアルフロー図」（2018年 12月） 
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③バイオマス利用分野の市場動向 

バイオマスの発生量（賦存量） 

 

（資料）農林水産省食料産業局「バイオマスの活用をめぐる状況（令和元年 11月）」 

 

バイオマス産業の市場規模 

 

（資料）農林水産省食料産業局「バイオマスの活用をめぐる状況（令和元年 11月）」 
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④太陽光パネルの廃棄部処理市場動向 

 太陽光パネルの排出量の予測が、従来、環境省から出されていたが、近年、NEDOから推計値の精緻化を図ったデータが公表された。これによ

ると、太陽光パネルの年間排出量のピークは、2035～2037年頃であり、年間約 17～28万トン程度、産業廃棄物の最終処分量の 1.7～2.7％に相

当する量になる。 

 
（資料）資源エネルギー庁「太陽光発電設備の廃棄対策について（2018年 11月 21日）」 
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（資料）資源エネルギー庁「太陽光発電設備の廃棄対策について（2018年 11月 21日）」 
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⑤炭素繊維の市場動向 

 

（資料）経済産業省、厚生労働省、文部科学省「2015年版ものづくり白書」 

 

ポリアクリロニトリル（PAN）系炭素繊維複合材料の 2030年の世界市場は、2017年比 2.6

倍の 3兆 5800億円に拡大する。自動車や風力発電ブレード、航空機、建築や土木で採用が

拡大する見通しである。 

 用途別に 2030年の市場規模を見ると、自動車は 2017年比 5.6倍の 5605億円、航空機は

同 2.5倍の 1兆 4261 億円、建築土木では同 2.9倍の 5469億円となる。 

 

自動車では、各社が自動運転関連技術の開発に注力しているため、CFRP（熱硬化性の炭

素繊維強化プラスチック）や CFRTP（炭素繊維強化熱可塑性プラスチック）の採用計画が先
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延ばしになっているという。2025年ごろには CFRPや CFRTPの利用技術が向上し、量産モデ

ルへの採用拡大が予想されるとしている。軽量化ニーズの強い電気自動車の普及や、プレ

ミアムモデルの燃費改善といった目的が採用を後押しする。水素タンクなどの圧力容器向

けの炭素繊維複合材料も燃料電池車の普及に連動して成長する。中国ではトラックやバス

で燃料電池車の需要が高まっているという。 

 現在は欧州自動車メーカーの開発や採用が先行しているが、中国自動車メーカーの採用

拡大も見込まれる。自動車メーカー各社は、車体プラットフォームの共通化を進めており、

採用が始まれば急激に需要が拡大すると見込む。長期的には、自動車向けで端材利用の CFRP、

CFRTP の市場も拡大するとし、2030 年には 2017 年比 5.6 倍の 5605 億円の市場規模を予測

する。 

 航空機用は、加工性よりも品質を重視した材料選定が一般的で、信頼性の高いプリプレ

グ成形加工品が主流となっている。CFRP は一次構造材や二次構造材、内装材、ヘリコプタ

ー、軍事機など幅広く採用されている。CFRTPは、エンジンなど耐熱性が求められる部品や、

小型の一次構造材部品で使われる。 

 今後、短中期的には、大型機やボーイング「797」などのシングルアイル機体（通路が 1

本の航空機）、リージョナルジェットやビジネスジェットの生産本格化などによって需要が

拡大する見通しだ。また、端材のリサイクルも進みそうだ。エアバスは 2020〜2025年にか

けて生産工程で発生した CFRPの端材の 95％をリサイクル産業に流通させる計画だ。そのう

ちの 5％を航空機部品で採用するという。 

 材料別の市場を見ると、CFRP の比率が圧倒的に高く、2030 年には 3 兆 2018 億円に市場

規模が拡大する。CFRTP は、CFRP と比べて成形加工時間を大幅に短縮できることから注目

を集めている。 

 使用する炭素繊維は短・長繊維と連続繊維がある。短・長繊維は ATM などの静電部品、

自動車のギアや生産ラインなどの軸受に使用する摺動（しゅうどう）部品、家電や OA機器

の部品、自動車のフレーム部品などで採用されている。今後、自動車向けでは、車載カメ

ラなどで電磁波シールド対策部品として採用が拡大するという。連続繊維の化工品は、2025

〜2030年に自動車の骨格部品での採用が有力視されている。 

 
（資料）https://monoist.atmarkit.co.jp/mn/articles/1903/14/news047.html 

https://monoist.atmarkit.co.jp/mn/articles/1903/14/news047.html
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⑥医療機器の廃棄物処理市場動向 

医療機器の廃棄物は産業廃棄物として分類され、更に血液や病原微生物等が付着してい

る恐れのある「感染性廃棄物」とそれ以外の「非感染性廃棄物」に大別される。感染性廃

棄物は減菌消毒を行った上で、特別管理産業廃棄物の取扱許可を取得している業者に処理

委託し、運搬、中間処理、最終処分が行われる。 

また、非感染性廃棄物に関しても、水銀、鉛、カドミウムといった廃棄物処理法指定有

害物質や特定化学物質を含んでいる場合には、感染性廃棄物と同様に特別管理産業廃棄物

の取扱許可業者に処理委託され、処分が行われるが、それ以外の「非感染性廃棄物」に関

しては、一般の産業廃棄物と同様に扱われ、産業廃棄物取扱許可業者による運搬、中間処

理、最終処分が行われることになる。 

なお、医療機器の廃棄に際しては、ディーラーや中古販売業者などが新品交換時に廃棄

対象品を医療機関から引き取り、廃棄処理を行うという慣行がある。 

医療機器の廃棄方法 

 
（資料）富士経済「中古医療機器の流通実態及び医療機器に関する廃棄物処理の実態把握のための調査研

究報告書」（平成 16年３月） 



13 

 

医療機器の廃棄物処理ルート 

 
（資料）富士経済「中古医療機器の流通実態及び医療機器に関する廃棄物処理の実態把握のための調査研

究報告書」（平成 16年３月） 

 

感染性医療機器など特別管理産業廃棄物扱いとなる廃棄物を除き、通常の産業廃棄物扱

いとなる医療機器の廃棄物処理に関しては、基本的にはＯＡ機器など一般の電子電気機器

の廃棄と同様の工程を辿ることとなる。 

産業廃棄物の処理方法は、上図のように解体・破砕⇒分別工程を経てリサイクル可能な

有価物を取り出した後、焼却・埋立といった最終処分が成されることとなるが、リサイク

ルの実践度に関しては、処理を委託された産業廃棄物業者の解体作業体制・能力や破砕・

分別能力によって異なっている。 

リサイクルは金属、ガラスなど特定物質を分別・抽出して製品原料として再資源化する

「マテリアルリサイクル」と一部混合プラスチックなど可燃物を加工、燃料代替品として

再使用する「サーマルリサイクル」に大別され、それぞれ、上図のように「手ばらしによ

る解体」もしくは「専用プラントによる破砕・分別」等の方法を用いた解体・破砕⇒分別

工程を繰り返すことで「回収率＝リサイクル率」を高めていくこととなる。 

従って、充実した解体作業体制や破砕・分別設備を有している業者であれば、一連の作

業工程を徹底化することにより、医療機器であっても 70～90％程度のリサイクル率を達成

することも技術的には可能であるが、そうした業者は全国でもごく一部に留まっており、

各地域に存在するほとんどの廃棄物業者では充分な設備を保有していない、というのが実

情である。 

このため、リサイクルの実効性を確保するためには、排出事業者から廃棄物運搬業者・（中

間）処理業者・リサイクル業者に至るまでの回収・処理システムを確立することが不可欠
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である。 

しかし、家電や自動車のようにリサイクルが義務付けられ、製造者（メーカー）責任と

して回収・処理・再資源化に至る流通システムが整えられている機器と異なり、廃棄医療

機器に関しては、現状では環境負荷の面で特別問題視されていないこともあり、回収及び

リサイクルを法的に義務付ける制度はなく、メーカー等による自主的な回収も費用負担の

問題から現状では行われていない。 

また、医療機器は家電や自動車、ＯＡ機器等の一般の電子電気機器と比較して流通量が

少なく、廃棄機器の回収システムも確立していないことから、医療機器のリサイクル単独

で事業化することが困難であるため、産業廃棄物処理業者サイドにとっても、積極的に取

り扱うべき対象として認知されているわけではない。 

このため、医療機器を専門に扱う産業廃棄物処理業者は存在せず、また、処理・再資源

化に至る専用システムが確立していないこともあり、業者サイドとしては、一般の電子電

気機器の廃棄物処理を行う片手間に、イレギュラー品として発生する医療機器の廃棄物処

理も行うという位置付けに留まっている。 

従って、医療機関等の排出者サイドが取引している業者がたまたまリサイクル専門業者

であった場合を除き、一般の業者の場合は、減量化を目的としてある程度破砕した後は、

そのまま埋立処分とするのが一般的な処理パターンであり、リサイクルに関しては、簡単

にできる解体作業で回収可能な有価物を分離する程度の「マテリアルリサイクル」が行わ

れるケースはあるものの、「サーマルリサイクル」に関してはほとんど行われていない。 

つまり、医療機関等の排出者サイドが、自らリサイクル業者に対して処理を委託すると

いう積極的なアプローチを行わない限り、リサイクルの実効性を確保することは難しい、

というのが実情である。 

そして、排出者サイドが積極的にリサイクル技術・設備を有する廃棄物業者に処理を委

託する場合には、運搬費用や再利用目的の分別コストなどを始めとする費用負担が別途発

生するため、破砕・埋立処分だけを行う業者に委託する場合に比べ、廃棄処理コストが高

くなることがネックとなっており、環境ＩＳＯを取得するなど環境負荷軽減に特別関心の

高い一部事業者を除くと、消極的な姿勢を示す事業者が多い。 
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（資料）富士経済「中古医療機器の流通実態及び医療機器に関する廃棄物処理の実態把握のための調査研

究報告書」（平成 16年３月） 
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２．産業公害防止技術の開発や、新たな環境ビジネスに取り組む事例についての調査 

（１）水処理分野 

 水処理分野では、近年の災害頻発を受け、被災地における持続可能な浄水システムの提

供、高濁度原水に対応した浄水処理への取組が活発化している。 

また、マイクロナノバブルを用いた有機性排水処理への取組や、汚泥処理費用削減に向け

た取組も進展している。 

 

新たな環境ビジネスに取り組む事例（水処理分野） 

企業名 取り組み事例 

日本原料株式会社 被災地における持続可能な浄水システム（高機能なろ過

材と自己洗浄機能付浄水装置による飲料水供給）（環境

浄化技術 2017.3-4 Vol.16 No.2） 

→2008 年６月の岩手宮城内陸地震の際に岩手県奥州市

衣川地区に飲料水供給 

→2016 年４月の熊本地震時に熊本県阿蘇郡小国町杖立

温泉に飲料水供給 

東西化学産業株式会社 災害用浄水装置アピーザー（環境浄化技術 2017.3-4 

Vol.16 No.2） 

エンバイロ・ビジョン株式会社 マイクロナノバブル発生装置「YJノズル」 

→食品工場廃水処理に適用し、動力が 1/10、臭気の解

消、BOD、ノルマルヘキサンの低減 

→自動車フレーム・鋼板の脱脂洗浄の洗浄性能アップ・

時間短縮 

→自動車バンパー塗装ブースの廃液処理の凝集剤の使

用量削減、無薬注化、水質の改善、臭気の改善 

→ファインケミカル系化学工場の界面活性剤と有機物

を多く含む汚水の BOD低減、汚泥減容、処理時の省エ

ネルギー化、薬剤低減 

→エレクトロニクス材料廃液難分解性廃液の分解に成

功し、産廃処理費の低減 

（環境浄化技術 2017.3-4 Vol.16 No.2） 

超音波殺藻装置「フレクシダル」 

→愛媛県の水族館の池の藻を解消 

→電子部品工場の純水装置及び洗浄工程で発生する藻

やバイオフィルムの激減、フィルタの延命化 

（環境浄化技術 2016.1-2 Vol.15 No.1） 

株式会社アイエンス 有機物の粉砕攪拌流と微細気泡を発生させる散気装置

「アクアブラスター」 

→兵庫県の食品コンビナート総合排水処理場調整槽の

BOD除去率、ノルマルヘキサン抽出物質除去率を改善 

→豆腐工場の汚泥を 40％近く削減 

→大手スーパーンのセントラルキッチン、弁当工場、製

パン工場、高級ホテル等 20ケ所超に納入 

（環境浄化技術 2018.7-8 Vol.17 No.4） 

株式会社エイブル 生物膜式排水処理装置「回転児雷也」 

→惣菜製造工場の排水を下水放流可能に 

（環境浄化技術 2016.11-12 Vol.15 No.6） 
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株式会社ヘリオス 汚泥脱水とコスト削減の多重円板型汚泥脱水機 

→納入実績は全国で 2,000台以上 

（環境浄化技術 2019.5-6 Vol.18 No.3） 

株式会社ワールドケミカル 浮遊固形物回収装置「ロータリースカムスキマー」 

→食品工場の水処理設備の負担軽減、人力での浮上スカ

ムの回収作業が不要に 

→自動車部品工場の塗装ブースの循環タンクに設置し、

スカム状になった塗料の回収が実現 

ウィーグル株式会社 オゾンを用いてアオコ除去を行い、炭素繊維による生物

生息場の構築をする環境修復型池浄化技術の開発 

→群馬県南部の小学校の校庭池の浄化を実施 

（環境浄化技術 2016.1-2 Vol.15 No.1） 
（資料）「環境浄化技術」 

 

産業公害防止技術の開発事例（水処理分野） 

  

日本濾研株式会社 上水、排水対応可能な二酸化マンガンを用いた高性能ヒ

素吸着剤の開発（環境浄化技術 2017.5-6 Vol.16 No.3） 

株式会社アクトリー マイクロ波照射による下水汚泥のメタン発酵前処理装

置の開発（環境浄化技術 2016.5-6 Vol.15 No.3） 

アムコン株式会社 汚泥処理コスト低減やろ過速度の向上に資する新型多

重板型スクリュープレス脱水機の開発 

（環境浄化技術 2019.5-6 Vol.18 No.3） 

株式会社エイブル 汚泥を薬品添加等の前処理なく、直流電圧を印加すると

同時に、圧搾で脱水を行い、汚泥の含水率を 60％程度

まで低下させる二次汚泥脱水装置の開発 

（環境浄化技術 2018.3-4 Vol.17 No.2） 

株式会社オメガシミュレーショ

ン 

高濁度原水、停電時、設備異常時への対応、運転管理の

技術伝承にも活用できる浄水場向け運転訓練シミュレ

ータの開発 

（環境浄化技術 2018.11-12 Vol.17 No.6） 

株式会社リテラ 高濁度対応の「ダブルクリーン式ろ過装置」の開発 

（環境浄化技術 2018.11-12 Vol.17 No.6） 
（資料）「環境浄化技術」 

 

（２）プラスチックリサイクル分野 

 東北大学 齋藤優子・熊谷将吾・亀田知人・吉岡敏明「プラスチックリサイクルの現状

と課題」（環境浄化技術 2018.5-6 Vol.17 No.3）をもとに、プラスチックリサイクル分野の

技術開発動向を整理した。 

 

①メカニカルリサイクル 

 メカニカルリサイクルにおけるプラスチック選別は、個別リサイクル法の枠の中で技術

が高度化してきている。 

 近年日本で開発された選別技術として、廃製品の個体を自動認識することによる選別技

術の開発が進められている。各種スクラップの３Ｄ形状と重量をセンシングし、ニューラ
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ルネットワークを用いてリアルタイム・高速で解析して種別を識別するスクラップ自動選

別装置があり、2015 年から実用機が稼働している。 

 

個別リサイクル法の枠の中でのプラスチックの選別状況 

  

容器包装リサイクル法 手選別の他に、乾式選別として、破砕、トロンメル、振動篩、磁

力選別、風力選別、光学選別、渦電流選別、さらに湿式比重選別、

遠心分離型比重選別等が行われ、ペレタイザーによりＰＥ・ＰＰ

混合の再生ペレットが造粒される。 

家電リサイクル法 破砕、微粉砕、比重選別、静電選別等により、ＰＰ・ＰＳ・ＡＢ

Ｓペレットが成形される。 

（資料）「プラスチックリサイクルの現状と課題」（環境浄化技術 2018.5-6 Vol.17 No.3） 

 

 近年メカニカルリサイクル処理量が伸び悩んでいるが、その要因の一つとして、プラス

チックの多様化が進み高純度で単一組成のプラスチックを選別する困難性が高まっている

ことが考えられる。一方で、メカニカルリサイクルされた二次資源の受け皿としての再生

プラスチック市場が十分に整備されていないことも要因として考えられる。 

 

②エネルギーリカバリー 

 エネルギーリカバリーはサーマルリカバリーとも呼ばれ、セメント原・燃料化、ごみ発

電、ＲＰＦ（Refuse Paper and Plastic Fuel）、ＲＤＦ（Refuse Derived Fuel）、ガス化・

油化による燃料化などの技術がある。 

 

③フィードストックリサイクル（ケミカルリサイクル） 

 フィードストックリサイクルには、原料・モノマー化、高炉還元剤としての利用、コー

クス炉化学原料化、ガス化、油化、の手法がある。 

 原料・モノマー化は、加溶媒分解による有機原料回収があり、ＰＥＴ等のエステル系樹

脂を中心とした廃プラを解重合により化学原料やモノマーにして回収する手法である。代

表的なモノマー化プロセスとして、加水分解、加アルコール分解、加グリコール分解、加

アミン分解等があげられる。これらの反応を基礎として、常温・常圧、高温・高圧、亜臨

界・超臨界等の反応条件を駆使した多くの研究がなされ、比較的低温において高収率のモ

ノマー回収が可能となってきている。 

 一方油化技術の代表的な手法である熱分解法は、空気を遮断した不活性ガス雰囲気下で

ラスチックの化学結合を熱的に切断して低分子化する手法であり、メカニカルリサイクル

の適用が困難な混合プラ等の油化・ガス化を可能とする手法である。熱分解法では、混合

プラスチック分解に係る触媒の開発や、ＦＣＣ廃触媒利用等触媒自体の再生利用に関する

研究も進められている。 
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（３）バイオマス利用 

 バイオマス利用技術に関しては、令和元年５月に「バイオマス利用技術の現状とロードマップ」が策定された。 

 

新たな「バイオマス利用技術の現状とロードマップ」の概要 

 
（資料）農林水産省食料産業局「バイオマスの活用をめぐる状況（令和元年 11月）」 
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（資料）農林水産省食料産業局「バイオマスの活用をめぐる状況（令和元年 11月）」 
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新たな環境ビジネスに取り組む事例（バイオマス利用分野） 

企業名 取り組み事例 

株式会社大原鉄工所 分別収集された生ごみ（食品廃棄物）、都市ごみ、下水

処理施設への適用可能な破砕選別機（セパレーションサ

イザー）（環境浄化技術 2018.5-6 Vol.18 No.3） 

→メタン発酵プラントへの導入 

エスケイ工業株式会社 もみ殻連続炭化装置の開発（環境管理 2018 年 12 月号 

Vol.54 No.12） 

株式会社ジェヌインアールアン

ドディー 

醤油粕からの世界初となるフリーセラミドの素材化（環

境管理 2018 年 12月号 Vol.54 No.12） 

株式会社エコウッド 木材・プラスチック再生複合材（WPRC）・循環型木質建

材の事業化（環境管理 2017年 12月号 Vol.53 No.12） 

→熊本県立高森高校の旧校舎に使われていた木材を解

体後エコ Mウッドの原料として使用、デッキ材やルー

バー材として再利用 

→新丸の内ビルでは、旧ビルの基礎として使用されてい

た松杭をエコ Mウッドの原料として使用、デッキ材と

して新丸の内ビル屋上スペースに再利用 
（資料）各種資料より作成 
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３．産業公害対策の課題、有望と考えられる環境ビジネス市場 

 ここでは、有識者、専門家へのヒアリング調査結果をもとに、産業公害対策の課題、有

望と考えられる環境ビジネス市場を概観した。 

 

（１）水処理分野 

①水処理ビジネスの概況 

国内の水処理ビジネスを概観すると、官需ビジネスは縮小傾向で、民需ビジネスも確実

に有望と言える分野がわかりづらくなってきた。皆が追いかける有望市場はないが、ニッ

チな市場で有望な分野はある。 

一方、東南アジアの水処理ビジネスは有望といえる。ただし、東南アジアを一括してみ

るのではなく、国別にみていく必要がある。 

 

②水処理ビジネスの有望市場 

めっき排水処理、医薬品メーカー排水処理、繊維メーカー排水処理等はニッチな有望市

場かもしれない。 

ZLD（無排水：Zero Liquid Discharge）システムへの需要が、中国やインド等、水がな

い地域にある。前処理の生物処理が重要となることから、ばっ気の技術、ポンプの技術等

を持つ中小企業がシステムインテグレーターと連携することで、海外市場の開拓ができる

かもしれない。 

省廃棄物（廃棄物処理費用低減）、節水（水道代低減）、省エネ（光熱費低減）、省ＣＯ２

化に寄与する水処理の提案を行えれば、ビジネスになる。 

生産能力の減少に伴い処理能力が過剰となっている排水処理システムについて、排水処

理費用低減に寄与する提案を行えれば、ビジネスになる。 

災害時の水供給、地下水利用等、BCP対策としての水処理需要はあるかもしれない。 

下水道ライニングは、既存の事業者ががっちり市場を固めていて、参入余地はない。 

薬品も、新規参入しにくい分野である。 

東南アジアで、太陽光を活用し、地下水や川の水を浄化し、コミュニティベースで水供

給を行うビジネスへの需要はある。 

 

（２）プラスチックリサイクル分野 

①プラスチックリサイクルを取り巻く環境 

欧州はリサイクルプラスチックの市場が出来上がっている。対して、日本はエネルギー

リカバリー（サーマルリサイクル）、焼却が主となっている。欧州はエネルギーリカバリー

がリサイクル率にカウントされないため、リサイクルプラスチックの市場が発達している

ものと考えられる。 

欧州では車の軽量化＝プラスチック樹脂への代替が日本と比較して進んでいる。日本は、

欧州でプラスチック樹脂が新たに使われる部位があると、後追いでプラスチック樹脂化に
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着手する状況である。 

日本は、リサイクルプラスチックの品質に厳しすぎる。欧州の自動車メーカーは、コス

ト低減を目的に、リサイクル材を用いる。 

日本の自動車部品に使用されているプラスチックの 20％をリサイクルプラスチックに代替

すると、リサイクルプラスチックの使用量を 18万トンに増やせるとの環境省の試算もある。 

 

②我が国におけるプラスチックリサイクルの今後の方向性 

マテリアルリサイクルを事業として実施可能にするには、大量の廃プラスチックを回

収・確保する必要があるが、わが国の場合、廃掃法があるため、大量の廃プラスチックの

回収・確保が困難な状況。一方、欧州や中国は、廃掃法がないため、大量の廃プラスチッ

クの回収・確保が可能で、マテリアルリサイクルの経済性を確保できている。マテリアル

リサイクルの一層の推進は困難と感じている。 

今後は、ケミカルリサイクルが有望である。欧州もマテリアルリサイクルできないもの

については、ケミカルリサイクルで対応するよう、ケミカルリサイクルにシフトしてきて

いる。 

将来的には、廃プラスチックが石油化学に戻され、化学工業でプラスチック樹脂化され

るという循環に転換していくことが期待されている。鉄鋼業の生産ラインで廃プラスチッ

クを使用するまでに 10年程度要した。石油化学、化学工業等で廃プラスチックを使用する

までには一定の時間を要するものと考えられる。 

廃プラスチックのケミカルリサイクルを推進する際に、バイオマス原料を投入していく

ことも考えられる。バイオプラスチック製品の製造、廃バイオプラスチックの回収・原料

投入も可能である。 

ケミカルリサイクルの場合、原料となる廃プラスチック樹脂の種類は限定されず、いろ

いろな種類の廃プラスチック樹脂が混合していても問題はない。 

 

③ケミカルリサイクルへの中小企業の参入可能性 

石油化学への原料供給者として、また、程々の品質のプラスチック樹脂を供給するケミ

カルリサイクル事業者（マテリアルリサイクルのコンパウンダー的な役割を担う事業者）

として参入する可能性もある。都道府県に１～２か所設置されるソーティングセンターの

運営への中小企業の関与はありうる。 

ガス化装置の設計・製造は、プラントエンジニアリングの範疇で、中小企業の参入は困

難と考えられる。 

ただし、廃プラスチックの焼却炉を持ち、焼却処理を行っている中小企業は、ガス化装

置の運転管理は可能であると考えられる。 

また、廃プラスチックのエタノール化プロセスの運転管理を担い、エタノールを製造す

るビジネスモデルは考えられる。 
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④自動車向けリサイクルプラスチックへの取組 

自動車リサイクル関係会社３社が共同出資し、自動車向けリサイクルプラスチック供給

会社を設立した。 

選別機には、欧州で実績のある Gallo Plastics製の機械を導入し、コンパウンドまで行

う工場を、2021年初めに静岡県で稼働させる予定である。 

原料は、ASR1.5 万ｔ、家電製品由来のミックスプラ 1.5 万ｔ、製品プラスチック 1.5 万ｔ

で、破砕、選別した後、2.5万ｔをコンパウンドし、成形メーカーに供給する予定である。 

ASR再資源化施設 50 か所のうち、素材選別能力を有する 10か所から ASRを買い取る予定で

ある。家電由来のミックスプラは、家電リサイクルプラントから購入予定である。（今まで

は、中国に流れていた） 

リサイクル対象樹脂は、PP、PE、PVC、ABSである。 

この事業を通じ、Car to Car を目指すとしている。品質では、バージン材よりも劣るも

のの、価格では、バージン材よりも安価にし、自動車業界向けに安定供給を行っていくこ

とを目指している。非自動車向けへの供給は調整弁として考えている。 

 

（３）バイオマス利用分野 

①バイオマスのマテリアル利用可能性 

バイオマスのマテリアル利用は、石油、石炭と比べていろいろな可能性がある。 

木材は、石炭、石油と異なり、セルロースも含まれている。セルロースから作られるセル

ロースナノファイバーで自動車部品を作る研究が、京都大学 矢野教授 、大手自動車メー

カー等で進められている。 

樹木に含まれるリグニンを抽出することで、耐熱性の高いプラスチックに似た素材が作れ

るため、リグニンを使った車のエンジンカバーや電子機器の基板、配管の継ぎ目に使うパ

ッキンなどの試作品が開発され、実用化に向かっている。 

 

②バイオマスのエネルギー利用、化学原料としての利用可能性 

バイオマスの蒸し焼き（還元反応）により、水素、炭素、炭化水素等のガスが発生する。

このガスを活用し、化学原料やエネルギー利用が可能となる。 

昭和電工は、ICFG を用いてプラスチック製容器包装のガス化を行い、生成する水素を原料

に、アンモニアを製造している。 

ブリヂストンは、補修タイヤの原料に木材・サトウキビ・トウモロコシ等のバイオマスを

利用している。 

国内に滞留する廃プラスチックの処理にガス化技術を用い、中小企業に担当させことも検

討すべきではないか。30ｔ／日規模のガス化炉を量産化すれば、１都道府県につき１個の

ガス化炉を整備することで、滞留する廃プラスチックの処理は可能であろう。 

ドイツでは、自動車産業の８割がガス化産業であると言われているほどである。 

ガス化ビジネスは必ずしも大手石油精製会社が行うものではなく、石油精製ではないプロ
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セスを用いてガス化している小規模な化学会社もある。 

 

③バイオマス利用を促進するために求められる技術 

バイオマス利用をビジネス化する際には、原料の集め方、前処理が重要なポイントとな

る。現在はこの部分が課題となり、ビジネス化が進んでいないため、この部分に中小企業

のビジネスチャンスがある。 

木質系バイオマス利用を推進する上では林業とのサプライチェーンを、廃棄物系バイオ

マス利用では排出源からのサプライチェーンを作り、ガス化炉を普及させることが必要で

あろう。その際に、バイオマス資源の水分をコントロールする技術（脱水技術・乾燥技術）

が重要である。 

下水汚泥の脱水技術は、東南アジアでも使えるものであり、海外展開も可能である。 

生ごみ、家畜糞尿はカロリーが少ないため、木質系バイオマスが最もよい材料である。

生チップ乾燥機の価格は 8,000 万円～１億円／台であり、低コストの脱水・乾燥技術の開

発が急務である。 

小規模バイオマス熱電併給（CHP）の装置を製造している大手企業は少なく、中小企業の

参入が可能な分野である。小規模バイオマス熱電併給（CHP）は、介護施設、温泉に供給可

能なものであり、中小企業のビジネスチャンスである。 

大型のバイオマス発電装置は給湯できないが、小型バイオマス発電装置は給湯も可能。

50kW/h でイニシャルコストが 5,000 万円する。海外では 2,500 万円程度であるため、低コ

スト化が必要である。 

ガス灯が生まれたのは、ガス化技術があったからこそ。ガス化技術は伝統的に欧州が強

い。カリウム、塩素分の多寡、タールの多寡に応じて、ガス化条件を制御する必要があり、

このような知見が日本には不足している。 

木材のコンベアにも５～６種類あるなど、原料の管理がバイオマス利用においては重要

である。ドイツでは、既に AI、IoTでデータ収集・蓄積を進め、原料管理に生かしており、

日本においても AI、IoTを導入し、データ収集・蓄積を進める必要がある。 

 

（４）太陽光発電パネルリサイクル分野 

①太陽光発電パネルを取り巻く状況 

太陽光発電パネルは、中国製のものが品質も良く安価なため、我が国においても中国製

が急速に普及している。１年前では新品で 50～60円／Wであったものが、直近では 20円／

W（メガソーラー向け）まで低減している。この結果、中国製のシェアが約７割となってい

る。 

太陽光発電モジュールの製造装置も今や中国製であり、中国製の太陽光発電パネルは発

電効率もよくなっている。 

中古の太陽光発電パネルの価格は、新品の半額という相場。架台に中古品はない。 

近年、太陽光発電パネルのバックシートに銀等の金属を使わない方向になってきており、
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リサイクル可能な資源がアルミとガラスだけになってしまうことも懸念材料である。 

 

②太陽光発電パネルのリユース、リサイクルビジネスの現状 

太陽光発電パネルのリユース、リサイクルマーケットはそれほど大きくないのではない

かと感じている。 

太陽光発電パネルのリユースビジネスは、仕入れ値が０円／Wでも厳しい。国のガイドラ

インでは、品質検査が必要とされており、品質検査コストを加味すると、赤字である。発

生場所から倉庫に運び、倉庫から中古品の販売先まで運搬することから、２回物流費用が

発生することが収益圧迫要因である。 

太陽光発電パネルのリサイクルビジネスも経営的に厳しい。家庭系の 2019 年問題 、ダ

イワハウス等のスマートハウス向け蓄電池供給 等の動きを受けて、市場が拡大するのでは

ないかと期待したが、太陽光発電パネル自体 20～30年使用可能であるため、まだ、廃棄さ

れないのが現状である。太陽光発電パネルの廃棄まであと 10年ぐらいかかるのではないか。

処理費用負担者が家庭である場合、高い処理料金を請求できないことも経営的に厳しい要

因である。現時点では、10 年後の太陽光発電パネルの大量廃棄に向けて、準備している段

階である。リサイクルの仕組みは、1)破砕機で太陽光発電パネルから枠をはずす、2)ブラ

スト処理 でガラスをきれいにはがす、3)ガラスをメッシュで、粒度の違いで分ける、とい

うものである。 

太陽光発電パネル重量の 70％はガラスであり、きれいにはがせば、太陽光発電パネル材料

として戻すことができる。（国産メーカーの単結晶シリコンの太陽光発電パネルの場合） 

気泡のないガラスとするために、ガラスに鉛やアンチモンが混入されていると、ガラスの

リサイクルは経済的に難しくなる。 

既存の廃棄物処理施設で太陽光発電パネルのリサイクルを行うため、処理能力の上限が

ある。名古屋の連携先に破砕機があるため、連携先で破砕、リサイクルを行うことになる。

連携先には以前、中古太陽光発電パネルの品質検査を行う設備があったが、品質検査は手

じまいした。今後は O&M 会社が行っているようなオンサイト検査で対応可能と考えている。 

太陽光発電パネルのリサイクルビジネスを新規に始める場合、初期投資で、破砕機に５

千万円、他諸設備に２～３億円が必要となる。加えて土地、建物代がかかるため、補助率

２分の１の補助金を活用しても、事業採算性の確保は難しい。 

 

（５）炭素繊維・CFRP リサイクル分野 

①炭素繊維・CFRPリサイクルへの取組 

炭素繊維のリサイクル技術の開発は、炭素繊維協会、その後の炭素繊維リサイクル技術

開発組合にて、進められてきた。 

炭素繊維リサイクル技術開発組合解散後は、各社で炭素繊維リサイクルの量産技術開発お

よび量産化の検討を進めている。 

本調査でヒアリング対象とした炭素繊維のリサイクル技術は、熱分解方式（CFRP からマ
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トリックス樹脂を分離し、炭素繊維を回収する方式）である。現状はコストが高いが、連

続生産できればコストを下げられると考えている。 

従来、炭素繊維協会や炭素繊維リサイクル技術開発組合で使用していた熱分解炉は発生す

る可燃性ガスを廃棄していたが、同社が開発した革新省エネルギー熱分解炉では、可燃性

ガスを再利用できるようになっており、外部からのエネルギー供給が不要となった。 

航空機部品メーカーの工場から発生する端材（１ｍ長）を切断、破砕し、６mm 程度の長さ

にしたものを、熱分解し、生成するチョップドファイバーをナイロンと混錬し、射出成形

品を製造することや、製紙工程のような製法で不織布を製造し、プレス成型品を製造して

いる。断熱材や防音材としての用途を想定している。 

ミルドファイバーは、カーボンブラックの代替品としての用途を想定しており、静電防止

材や耐熱塗料としての利用を想定している。 

炭素繊維・CFRPの処理委託料金は 1,500円／kgであるのに対し、現時点でのリサイクル品

の販売価格は 3,000円／kgである。将来的には、バージン材よりも安価な 1,000円／kgに

まで販売価格を低減することを目標としている。 

現時点では、炭素繊維・CFRP の主要な発生源は、航空機部品メーカー、燃料電池メーカ

ー（水素タンク）であるが、いずれも中部圏に集積していることから、半田市にパイロッ

トプラントを設置している。 

燃料電池メーカーで水素タンク製造を本格化すれば、関東圏の炭素繊維・CFRP の発生源と

なるかもしれない。 

 

②炭素繊維・CFRPリサイクルの課題 

炭素繊維・CFRPのリサイクルの課題は、次のとおり。 

 課題 対策 

品質 リサイクル材による材料バラつき バージン材の混入等による品質安定化 

コスト 処理量が少なく量産メリットがない 用途開発ならびに出口戦略の拡大 

安定供給 同一廃材の確保 排出元での管理、トレース強化 

 

③炭素繊維・CFRPリサイクルの市場展望 

2030 年以降にならないと、水素自動車の廃車（End-of Life Vehicles）や風力発電の廃

棄物が市場に出てこないことから、当座は、航空機部品メーカーから発生する端材のみが

原料となろう。航空機の端材は数十トン／月発生する。 

今回ヒアリング対象とした技術でリサイクル材化できる原料は、航空機部品、自動車の水

素タンク、風力発電の羽、ということになる。 

航空機は 30年間使用が可能であり、日本で一定期間使用された後、アフリカ等他の発展途

上国で再使用されることから、日本国内で使用済航空機のリサイクル材料（炭素繊維・CFRP）

が発生する可能性は小さいとみている。 
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（６）有識者が有望と考える環境ビジネス市場 

 有望と考えられる環境ビジネス市場について、有識者にヒアリング調査を行ったところ、

プラスチックリサイクル、バイオマス利用、太陽光発電パネルのリサイクルは有望との見

解であった。 

水処理分野は、国内ではなく、東南アジアやアフリカ等、海外市場が有望との見解であ

った。 

また、エネルギー貯蔵、気候変動関連のビジネス、災害廃棄物処理、災害予防・地域防

災力強化に資するビジネスも有望との見解であった。 

さらに、AI、IoTを活用した故障認識ビジネス、分散型エネルギー、シェアリングエコノ

ミーや、ドローンを活用した廃棄物選別、インフレ劣化確認等のビジネスも有望との見解

であった。 

 

有望と考えられる環境ビジネス市場（有識者へのヒアリング調査結果） 

〇学識経験者Ａ 

・近年、プラスチック資源循環戦略が策定され、プラスチック代替材の開発やバイオマス

のマテリアル利用の推進に追い風となっている。プラスチックとバイオマスの両方に関

わる環境ビジネスは有望。 

・2030年時点で実用化されている技術を有望とすれば、バイオマス利用技術は有望技術。 

エネルギー貯蔵の関係では、キャパシタ、蓄電池、水素吸蔵合金、等が有望。 

・CCUS（Carbon Dioxide Capture, Utilization and Storageの略で、分離・貯留したＣＯ

2を利用しようというもの）やＣＯ2からの資源回収も有望。 

・災害廃棄物処理、災害予防も、広い意味での環境ビジネスではないか。 

 

〇有識者Ｂ 

・今後は、気候変動関連のビジネスが伸びていくのでは。 

・緩和策は限界にきているとみており、今後は適応策にビジネスチャンスは移っていくの

ではないか。これは工務店レベルで対応が可能である。乾燥、暑さに強い作物を開発す

る等、気候変動に応じた食料供給ビジネスも気候変動関連のビジネスと捉えられる。 

・地域防災力の強化に資するビジネスも今後有望であろう。 

・AI、IoTを活用した故障認識ビジネス（浄水場・下水道のメンテナンス含む）、VPP（Virtual 

Power Plant：分散電源や蓄電池・電気自動車（EV）・ヒートポンプなどを IoT で管理す

ることにより、一つの発電所のように制御するソリューション）、分散型エネルギー、シ

ェアリングエコノミー（電気自動車等）も有望市場ではないか。 

・ドローンを活用した環境ビジネスも有望。廃棄物処理現場で廃棄物データを収集し、画

像処理技術を組合せ、選別していくことが考えられる。ドローンはインフラ劣化の確認

にも使用可能。 

・太陽光発電システムのリサイクルビジネスも 10年後には有望ではないか。 

・空き家問題もあり、住宅のリユース、リノベーションが有望である。 

・エネルギー、ごみ収集、下水処理、配水等を点で供給するビジネス（日本版シュタット

ベルケ ）が普及するかもしれない。 

・ガソリンスタンド、CATC等によるマイクログリッドが本格化するのではないか。 

・SDGs的に考えれば、環境ビジネスは様々な可能性がある。 

・環境ビジネスは、国内市場よりも海外市場が有望との意見もあるが、海外でもインフォ

ーマルセクターがあり、必ずしも有望市場と言い切れない。 
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第２章 環境ビジネスの実態と動向に関する調査 

 ここでは、環境ビジネスの担い手を、以下の４類型に分類し、それぞれの実態、動向に

ついて、調査した結果をとりまとめた。 

 ・既存の環境ビジネス事業者 

・地域のものづくり中堅中小企業 

 ・環境系のベンチャー企業 

・AI、IoTやロボット等の共通基盤的技術を有する企業 

 

１．既存の環境ビジネス事業者の実態、動向 

 広域関東圏内で環境ビジネスを実施していると考えられる企業へのアンケート調査を実

施し、既存の環境ビジネス事業者の実態、動向を把握した。 

 

既存の環境ビジネス向けアンケート調査の概要 

〇発送先、発送数 

 以下に該当する企業 1,041社に送付 

 ・「広域関東圏環境ビジネス企業リスト集」掲載企業 182社 

 ・水処理ビジネス、プラスチックリサイクルビジネス、バイオマス利活用ビジネスを行

っていると考えられる企業 859社 

〇回収数、回収率 

 回収数：180社、回収率：約 17％ 

 

（１）環境ビジネスへの取組状況 

 多くの回答企業が、「産業公害防止もしくは地球環境問題の改善に資するビジネス」を行

っている。 

 「現在、産業公害防止もしくは地球環境問題の改善に資する新商品・新サービスの事業

化に取組んでいる」企業が 17 社、「今後、産業公害防止もしくは地球環境問題の改善に資

する新商品・新サービスの事業化に取組む予定である」企業が 11社あった。 

 

環境ビジネスへの取組状況（n=180） 

 

 

現在、取組んでいる環境ビジネスの該当分野をみると、「廃棄物処理、リサイクル対策」
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産業公害防止もしくは地球環境問題の改善に資するビジネスを

行っている

現在、産業公害防止もしくは地球環境問題の改善に資する新商品・

新サービスの事業化に取組んでいる

今後、産業公害防止もしくは地球環境問題の改善に資する新商品・

新サービスの事業化に取組む予定である

今まで産業公害防止や地球環境問題の改善に資するビジネスに取

組んだことはなく、今後も取組む予定はない。
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「水質汚濁防止対策」「地球温暖化対策」への回答が多かった。「廃棄物処理、リサイクル

対策」「水質汚濁防止対策」については、当該分野単独のビジネスもみられるが、「地球温

暖化対策」に関しては、「廃棄物処理、リサイクル対策」や「水質汚濁防止対策」を兼ねた

ビジネスが多くみられた。 

 

現在取り組んでいる環境ビジネスの分野（n=120） 

 

「地球温暖化対策」兼の「廃棄物処理、リサイクル対策」・「水質汚濁防止対策」ビジネス 

企業（環境ビジネスの全

売上に占める割合、全売

上（億円）、創業年） 

廃棄物処理、   

リサイクル対策 
水質汚濁防止対策 地球温暖化対策 

Ａ社 

（100％、1976年） 

電気分解による無薬品で行うクーリングタワー循環水水質改善装

置・排水処理装置・電解濃縮アルカリ水生成装置 

Ｂ社 

（60％、５、1983年） 

産業廃棄物処分業、フロン回収処分 

Ｃ社 

（95％、26、1969年） 

医療系排水中和ユニ

ット。移動式膜ユニ

ット。汚泥減容化装

置。他 

各種事業系排水、食

品事業系排水処理、

医療系排水処理装置

の販売、設計、施工、

メンテナンス。 

CO2 排出抑制：高効

率モーター使用の排

水処理施設。装置販

売 

Ｄ社 

（40％、5.6、1989年） 

産業系廃水処理施設

の設計施工 

合併浄化槽の設計施

工とメンテ 

省エネ型浄化槽シス

テム推進事業で CO2

抑制 

Ｅ社（90％、2008年） 廃（排）水の再利用 薬剤不要の冷却水浄

化装置の開発販売。維

持管理コスト削減 

遮熱材、熱交換塗料、

窓用遮熱フィルム 

Ｆ社（100％、24億円、

1992年） 

事務用備品（粗大）

の買取り、雑紙リサ

イクル 

事業系廃棄物収集運

搬 

 

BDF の製造 

Ｇ社 

（90％、９、1994年） 

産業廃棄物分析業務 工場排水、水道水、

環境水の測定業務 

空調機電力削減装置

の販売 

Ｈ社 

（98％、8.7、1999年） 

産業廃棄物中間処理 

再資源化 

 産業廃棄物中間処理 

再資源化 

Ｉ社 

（30％、11、1961年） 

溶剤再生装置の販売  有機溶剤ガス回収装

置の開発・製造・販

売 
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大気汚染防止対策

水質汚濁防止対策

土壌汚染防止対策

廃棄物処理、リサイクル対策（省資源、節水対策も含む）

地球温暖化対策（省エネルギー対策含む）

海洋プラスチック・マイクロプラスチック対策（海洋汚染対策含む）

有害化学物質対策（有害廃棄物の越境移動対策含む）

開発途上国の公害対策、熱帯雨林の減少対策

その他



31 

 

Ｊ社（76％） 有機性廃棄物と廃プ

ラスチックを混合―

熱分解し、カーボンに

加工、燃料エネルギー

として使用する設備

の設計・販売 

 紙パウダーを重量比

51%以上入れ、プラス

チック使用量を半減

させる新素材の製

造･販売 

Ｋ社 

（90％、38、2005年） 

容器包装プラスチッ

クリサイクル 

 容リプラリサイクル

による CO2削減 

Ｌ社 

（80％、8.6、1976年） 

PET ボトル、発泡ス

チロールのリサイク

ル 

 廃プラ等からの RPF

（固形燃料） 

Ｍ社 

（100％、4、2005年） 

RPF製造  RPF 製造 

Ｎ社 

（1％、1.2、1970年） 

廃プラ中間処理業を

擁しており、再生商

品（ポリ袋）までの

循環型まで対応 

 CO2 削減としてカー

ボンニュートラルの

バイオマス製品の製

造 

Ｏ社 

（100％、15、1996年） 

ゴミの減量、資源の

再資源化 

 資源の有効活用 

Ｐ社 

（9.8％、2.8、1984年） 

ペットボトル・飲食

用缶の破砕・圧縮処

理 

発泡スチロールの溶

融処理 

 間伐材を利用したペ

レット燃料の製造 

Ｑ社 

（100％、3、2005年） 

食品廃棄物のリサイ

クル（リキッド飼料

化、バイオガス発電） 

 左記飼料化に伴う飼

料製造・輸送時の温

室効果ガス削減 

Ｒ社 

（30％、1.4、1967年） 

 ナノバブルを使い水

の浄化を行う。 

排水処理の酸素供給

等にナノバブルを使

いエネルギー節約 

Ｓ社（40％、5、1996年）  水処理装置 設計 

施工 メンテナンス 

排温水（40℃～98℃）

からの熱回収装置 

Ｔ社 

（70％、24、1964年） 

 水処理装置、プラントの販売、建設 

 

 上述の企業は、自身が SDGs経営を行い、顧客の SDGs経営を支援していると考えられる。

このような SDGs 経営を行い、顧客の SDGs 経営を支援する環境ビジネス企業のフォーラム

を組成し、広域関東圏の環境ビジネス振興を図っていくことが重要と考えられる。 

 

新商品・新サービスの事業化に取組んでいる分野も、同様に、「廃棄物処理、リサイクル

対策」「水質汚濁防止対策」「地球温暖化対策」への回答が多かった。また、「開発途上国の

公害対策、熱帯雨林の減少対策」への回答も現状の取組件数比でみると相対的に多かった。 

新商品・新サービスの事業化に取組む予定の分野では、さまざまな分野への回答があっ

たが、「海洋プラスチック・マイクロプラスチック対策」「開発途上国の公害対策、熱帯雨

林の減少対策」への回答が現状の取組件数比でみると多かった。 



32 

 

新商品・新サービスの事業化に取組んでいる分野（n=17） 

 

新商品・新サービスの事業化に取組む予定の分野（n=11） 
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（２）現状の環境ビジネスにおける AI、IoT、ロボット等の活用状況 

 現状、環境ビジネスに取組む事業者における AI、IoT、ロボット等の共通基盤的技術の活

用状況をみると、大気汚染物質・水質汚濁物質・土壌汚染物質・有害化学物質の測定、産

業排水（有機性汚水）処理機器の自動運転制御、廃棄物処理・リサイクル対策分野で、既

に AI、IoT、ロボット等の共通基盤的技術が活用されていることが確認された。 

 

AI、IoT、ロボット等の共通基盤的技術の活用例 

 共通基盤的技術の活用状況（環境ビジネスの内容） 

大気汚染防止対策 ・測定機にて取得したデータを他の記録媒体へ通信にて

保存させる技術を新製品にて活用している（大気汚染

物質の測定機器製造販売） 

水質汚濁防止対策 ・各種センサーデータを利用した自動運転制御システム

（産業排水（有機性汚水）の処理事業） 

・測定機にて取得したデータを他の記録媒体へ通信にて

保存させる技術を新製品にて活用している（水質汚濁

物質の測定機器製造販売） 

土壌汚染防止対策 ・測定機にて取得したデータを他の記録媒体へ通信にて

保存させる技術を新製品にて活用している（土壌汚染

物質の測定機器製造販売） 

廃棄物処理、リサイクル対策 

（省資源、節水対策も含む） 

・共通基盤的技術をシステム開発に活用（電着塗料ろえ

きの有効化活用（排水処理対策）） 

・中間処理、肥料化（廃棄物処理、リサイクル） 

・車番読取カメラを活用した廃棄物処理・リサイクル（廃

棄物処理、リサイクル） 

地球温暖化対策 

（省エネルギー対策含む） 

・RO膜を利用した海水淡水化設備用エネルギー回収装置

について、IoT 技術を用いて運転状態の監視を行い、

使用している動力量より省エネ効果を測定できる様に

システム化して販売し、ユーザーの省エネ施策に貢献

している。（廃水処理装置および廃棄物処理装置の製

造・販売、海水淡水化用エネルギー回収装置の製造・

販売） 

有害化学物質対策（有害廃棄

物の越境移動対策含む） 

・測定機にて取得したデータを他の記録媒体へ通信にて

保存させる技術を新製品にて活用している（作業環境

測定を行う為の測定機器の製造販売） 

開発途上国の公害対策、熱帯

雨林の減少対策 

・測定機にて取得したデータを他の記録媒体へ通信にて

保存させる技術を新製品にて活用している（公害の原

因となる化学物質を測定する為の機器の製造販売） 

 

AI、IoTの活用予備軍の活用イメージは、次のとおりである。 

大気汚染防止対策では、大気汚染防止機器メーカーの生産ラインへの活用、ユーザーの

運転状況把握への活用イメージが出された。 

水質汚濁防止対策では、メンテナンス業者の業務効率化への活用イメージが出された。 

 廃棄物処理、リサイクル対策では、廃棄物回収・収集サービス、廃棄物処理サービスの

分野では廃棄物の回収・収集段階、処理段階への活用イメージが出された。廃棄物処理装
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置の分野では、廃棄物処理装置メーカーの生産ラインへの活用、ユーザーの運転状況把握

への活用イメージが出された。 

 

AI、IoT、ロボット等の共通基盤的技術の活用イメージ（活用予定） 

企業名 共通基盤的技術の活用イメージ（環境ビジネスの内容） 

大気汚染防止対策 ・製品製造の自動化等（有害物質（ガス）調査のための捕集

管及び機器製造） 

・キーパーツである PACTデバイスの３Ｄプリンター製造化を

研究中（NOx分解装置、VOC分解装置など製品化） 

 

・顧客の黒煙除去装置（DPF）の運転状況をインターネットを

介して自社のパソコンやスマホに通知し、運転状況を把握

するシステムを開発中である（ディーゼルエンジンの排ガ

ス低減装置の開発、販売） 

・溶剤ガス回収装置の遠隔監視によるサービスの拡充 

 （有機溶剤ガス回収装置の開発・製造・販売） 

 

他に、廃棄物収集運搬業、廃棄物処理業が、自身の事業活動

に伴う大気汚染物質排出への対策に共通的基盤技術を活用す

る意向を有している 

水質汚濁防止対策 ・メンテナンスの省力化（工場排水を正しく処理する為の水

処理プラント） 

・水量の時間毎の把握（排水処理設備のある会社でメンテナ

ンス） 

・遠隔操作による水質改善技術導入。技術指導。データの共

有等（排水処理システムの開発と途上国の規制・ニーズに

合ったシステムとメンテナンスの提供） 

・ウエアラブル型の支援装置を用いて、未熟練者や経験の浅

いものに対し標準仕様や要領などを支援していく。ウエア

ラブル型遠隔支援装置を用いて、遠隔地におけるトラブル

や操作要領、国外についても言語変換システムを用いて現

場支援を実施していく。支援装置の情報を集約して、社員

教育や要領等に反映し、また、集約情報を AI等で解析させ、

効率化や標準化を図る。過去の情報を AI分析し、計画、予

防、支援など経営、教育、育成等に反映させる（各種事業

系排水、食品事業系排水処理、医療系排水処理装置の販売、

設計、施工、メンテナンス。） 

 

他に、水質測定業、廃棄物処理業が共通的基盤技術を活用す

る意向を有している。 

廃棄物処理、リサイクル

対策（省資源、節水対策

も含む） 

・工場加工現場の合理化、量産製品の品質検査（有機性廃棄

物と廃プラスチックを混合―熱分解し、カーボンに加工、

燃料エネルギーとして使用する設備の設計・販売） 

・装置の稼働状況を LAN上から取り出し監視する。（プラント

による）（工業用乾燥機、焼却装置、熱処理装置の設計・製

作・製造） 

 

・顧客へ貸出す廃棄物回収コンテナへセンサーの設置。最適
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な回収タイミングの提案（廃棄物のペレット化） 

・廃棄物の分別作業等、収集コースの AT化、CO2削減の為 

（産業廃棄物処分業、フロン回収処分） 

・IC タグによる容器管理の効率化ができないか、現在検討を

開始している。（食品廃棄物のリサイクル（リキッド飼料化、

バイオガス発電）） 

 

・リサイクル処理条件の最適化（廃棄物処理（焼却、分解、

溶融）、貴金属リサイクル処理） 

・プラスチックの光学式選別機を導入する予定（容器包装プ

ラスチックリサイクル） 

・廃棄物の選別工程の自動化（水銀含有廃棄物をはじめとし

た様々な廃棄物の処理・処分及び廃棄物に含まれる有価物

の再資源化） 

・廃棄物処理量増加に向けて省人化を進めたい（画像判定に

よる検査工程の省人化、高度化、少ロットに対応した自動

梱包、搬送ロボット）（ポリ容器洗浄リユース、PET ボトル

リサイクル） 

・IoT：撹拌機の動作の操作を遠隔制御及び堆肥の状態を知る

遠隔監視（有機性廃棄物の堆肥化に係る撹拌機及び周辺機

器の製造・販売・据付） 

・具体的なことは考えていないが、中間処理の工程で現在人

の手で行っている作業の一部または大半が、AI or ロボ

ット等に代替できるのではないか（廃棄物収集運搬、中間

処理） 

・具体的なものはないものの、圧倒的な労働集約型ビジネス

モデルであり人海戦術からの脱却を図るべく、特に中間処

分リサイクルセンターの自動化他を展望している段階（廃

棄物収集運搬処分事業他） 

 

・事務作業や選別時の異物検査等に活用予定（ＲＰＦ製造） 

・（AI)搬入木くずの品別判定。（IoT)破砕チップの効果的な流

通。（ロボット）木くずの搬入、破砕、搬出作業（産廃処分

業（木くず、破砕）） 

・分別作業のロボット化、客先へのロボットによる業務説明

など（事務用備品（粗大）の買取り、雑紙リサイクル） 

有害化学物質対策（有害

廃棄物の越境移動対策含

む） 

・小型蛍光 X線分析装置により有害化学物質を検出する際に、

その取得したデータから有害物質を特定する際に AI技術を

活用することを検討している（有害化学物質を検出する小

型蛍光 X線分析装置を研究開発） 

その他 ・環境測定、分析機器と IoT のコラボ活用（環境測定、廃棄

物分析業務） 

・計算業務に AI を採用したいと考えております。（作業効率

UP、設計品質の向上と標準化）（騒音対策製品） 
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（３）現在、事業化に取組んでいる新商品・新サービスの詳細 

 現在、事業化に取組んでいる新商品・新サービスとしては、水処理、バイオマス利用関

連のものが多い。複数の分野での事業化が可能な新商品・新サービスとして、ナノバブル

を使った水の浄化（水質汚濁防止、レアアースの効率的な精製、海域の品酸素状態の改善、

VOC の浄化、開発途上国の塩害抑止・持続可能な農地づくり）、汚染水再利用に向けた循環

システム（汚染水の濃縮回収・基準値以下での廃水、汚れた水源から飲料水、医療用衛生

水を精製、途上国の水不足、汚染対策）、が挙げられる。 

 また、海洋プラスチックを市民団体と協力し回収し、再生するプロジェクトを進めてい

る事例がみられた。 

 

現在、事業化に取組んでいる新商品・新サービスの詳細 

 新商品・新サービスの事業化の内容 

大気汚染防止対策 ＜事業化＞ 

・脱臭剤、排水処理の汚泥削減剤（農業技術と良質堆肥

の組合せで中国で事業化実行中） 

水質汚濁防止対策 ＜事業の構想段階＞ 

・排水等処理施設の施行・管理 

 

＜事業計画の作成段階＞ 

・ナノバブルを使い水の浄化を行う。（世界中から引合が

有り、現在プロジェクトの組立中のものが多数ある） 

・汚染水を濃縮回収、基準値以下での廃水（汚染水再利

用に向けた循環システム） 

 

＜事業開始に向けた準備段階＞ 

・甲信越地方から産出する緑色片岩を利用した冷却塔循

環水の改善（緑色片岩ビジネスは既に 2000 年以前に事

業化済みの商材。インターアクアに出展し効果の周知

を図っている段階。本年中に 2 回目の出店を図り、更

なる販促へ繋げたい） 

・集合住宅の中継ポンプ槽には多量のオイル油脂が堆積

します。油脂ゼロのポンプ槽の開発中です 

・レジリエンストイレ搭載型ユニットトイレの設計（公

園等に設けるユニットトイレに通常５L、災害時１Lで

洗浄可能な水洗トイレユニットを搭載し、自治体にＰ

Ｒを開始した） 

 

＜事業化＞ 

・排水の生物処理強化、N，Pの処理（農業技術と良質堆

肥の組合せで中国で事業化実行中） 

土壌汚染防止対策 ＜事業開始に向けた準備段階＞ 

・薬剤使用がなくなり結果的に水質汚染防止。土壌改質

剤としても良。（緑色片岩ビジネスは既に 2000 年以前

に事業化済みの商材。インターアクアに出展し効果の

周知を図っている段階。本年中に 2回目の出店を図り、

更なる販促へ繋げたい。） 
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廃棄物処理、リサイクル対策 

（省資源、節水対策も含む） 

＜事業の構想段階＞ 

・電着塗料ろえきの有効化活用（排水処理対策）（現状の

改善、レベル UP） 

・不燃ごみ選別資源化の事業化 

 

＜事業計画の作成段階＞ 

・汚れた水源から飲料水、医療用衛生水を精製（汚染水

再利用に向けた循環システム） 

・工場廃水ゼロを目指すシステム 

・ナノバブルによるレアアースの効率的な精製など（世

界中から引合が有り、現在プロジェクトの組立中のも

のが多数ある） 

 

＜事業開始に向けた準備段階＞ 

・選別強化（施設許可受領段階） 

・集合住宅の中継ポンプ槽には多量のオイル油脂が堆積

します。油脂ゼロのポンプ槽の開発中です 

・廃石膏ボードのリサイクル、再生石膏の活用（新工場

建設中） 

・食品廃棄物のバイオガス発電（他社発電施設への原料

供給、自社での事業開始に向けた候補地の選定） 

・下水道汚泥からの水素の取り出し（補助金を使用して

実機の 1/20モデルの試験を来年度まで実施予定） 

 

＜事業化実施中＞ 

・食品残差、畜産廃棄物、排水汚泥の堆肥化（農業技術

と良質堆肥の組合せで中国で事業化実行中） 

地球温暖化対策 

（省エネルギー対策含む） 

＜事業計画の作成段階＞ 

・排水処理の酸素供給などにナノバブルを使いエネルギ

ーの節約をする（世界中から引合いが有り、現在プロ

ジェクトの組立中のものが多数ある） 

 

＜事業開始に向けた準備段階＞ 

・小型発電の導入（施設許可受領段階） 

・排ガスを使ってバイオマスの乾燥及び資源化（排ガス

提供先調査中） 

海洋プラスチック・マイクロ

プラスチック対策（海洋汚染

対策含む） 

＜事業の構想段階＞ 

・廃プラからの水素取り出し（下水汚泥からの水素取り

出しの技術を使って補助金により実証実施予定。基本

的には炭素があれば水素は取り出せる。紙 プラスチ

ック混合可能。） 

 

＜事業計画の作成段階＞ 

・ナノバブルで大きな海域の貧酸素状態を改善して浄化

を行う（世界中から引合が有り、現在プロジェクトの

組立中のものが多数ある） 

・海洋プラスチックを市民団体と協力し回収し、再生す

るプロジェクトを進めている（社内、企画策定中。今

後、ステークホルダーとともに事業化にむけた準備を
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行いたい。当社の親会社において 2018 年度に既に本事

業の実証実験を成功させており、当社も一部関わった） 

有害化学物質対策（有害廃棄

物の越境移動対策含む） 

＜事業計画の作成段階＞ 

・ナノバブルで高濃度酸素水を作り VOCの浄化を行う（世

界中から引き合いが有り、現在プロジェクトの組み立

て中の物が多数ある） 

・被災地福島に実機導入、放射能除去実証（汚染水再利

用に向けた循環システム） 

開発途上国の公害対策、熱帯

雨林の減少対策 

＜事業計画の作成段階＞ 

・ナノバブルで塩害の抑止や持続可能な農地を作り出す

（世界中から引合が有り、現在プロジェクトの組立中

のものが多数ある） 

・太陽光発電システムと ROシステムを一体化。水不足、

汚染対策（汚染水再利用に向けた循環システム） 

 

＜事業開始に向けた準備段階＞ 

・パームヤシの油以外の副産物（現在は廃棄物）の資源

化（設備にかかる費用調査中。出口（使用先）確認中 

１種類） 

・公害対策機器の販売（汚泥の乾燥）（販路開拓及び資金

回収 メンテナンス体制等） 

 

＜事業化＞ 

・中国，ベトナムで廃棄物の堆肥化で土壌還元（エンザ

イム：農業技術と良質堆肥の組合せで中国で事業化実

行中） 

 

（４）今後、事業化に取組む予定の新商品・新サービスの詳細 

 今後、事業化に取組む予定の新商品・新サービスの詳細は、次のとおりである。具体的

な新商品・新サービスの記載は少ないが、現在の事業化への取組に引き続き取組む意向の

事業者が多かった。 

 

今後、事業化に取組む予定の新商品・新サービスの詳細 

 新商品・新サービスの事業化の内容 

水質汚濁防止対策 ・水質の濁度、色度などの環境計測器（濁度計、比色計） 

・工場排水処理設備の周辺機器 

・浄水槽設備の研究 

土壌汚染防止対策 ・土壌有害物質計測器（簡素型原子吸光光度計） 

・土壌汚染防止対策に資する新商品・新サービス 

廃棄物処理、リサイクル対策 

（省資源、節水対策も含む） 

・選別強化 

・手選別による細かい作業で廃棄物をリサイクル 

・廃棄物処理、リサイクル対策に資する新商品・新サー

ビス 

地球温暖化対策 

（省エネルギー対策含む） 

・小型発電の導入 

・地球温暖化対策に資する新商品・新サービス 

海洋プラスチック・マイクロ

プラスチック対策（海洋汚染

・プラスチックリサイクル方法の多様化、高度化 

・海洋プラスチック・マイクロプラスチック対策（海洋
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対策含む） 汚染対策含む）に資する新商品・新サービス 

有害化学物質対策（有害廃棄

物の越境移動対策含む） 

・有害化学物質対策に資する新商品・新サービス 

開発途上国の公害対策、熱帯

雨林の減少対策 

・開発途上国の公害対策、熱帯雨林の減少対策に資する

新商品・新サービス 

 

（５）環境ビジネスの新商品・新サービスの事業化を推進する上で関東経済産業局に期待

すること 

環境ビジネスの新商品・新サービスの事業化を推進する上で関東経済産業局に期待する

こととして、「ビジネスマッチング」「人材育成」「ネットワーク（人脈）づくり」「資金調

達」「販路開拓」「産学共同研究」への回答が多く寄せられた。川崎国際環境技術展への出

展支援は、有効な支援策であると考えられる。 

 

環境ビジネスの新商品・新サービスの事業化を推進する上で関東経済産業局に期待すること

（n=180） 
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２．地域のものづくり中堅中小企業における環境ビジネスの実態、動向 

 広域関東圏内の地域のものづくり中堅中小企業へのアンケート調査を実施し、環境ビジ

ネスの実態、動向を把握した。 

 

地域のものづくり中堅中小企業向けアンケート調査の概要 

〇発送先、発送数 

 以下に該当する企業 360社に送付 

 ・平成 29年度中小企業等産業公害防止対策調査「製造業の生産現場における環境負荷低

減に向けた取組と技術動向に関する調査」のアンケート調査回答企業（塗装、洗浄、

排水処理工程を有する企業） 

 

〇回収数、回収率 

 回収数：100社、回収率：約 28％ 

 

（１）環境ビジネスへの取組状況 

 ものづくり企業における環境ビジネスへの取組状況をみると、「今まで産業公害防止や地

球環境問題の改善に資するビジネスに取組んだことはなく、今後も取組む予定はない」へ

の回答が多かった。 

しかし、環境ビジネスを行っている事業者や、現在、環境ビジネスの事業化に取組んでい

る事業者、今後、環境ビジネスの事業化に取組む事業者が確認された。 

 

環境ビジネスへの取組状況（n=100） 
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産業公害防止もしくは地球環境問題の改善に資するビジネ

スを行っている

現在、産業公害防止もしくは地球環境問題の改善に資する

新商品・新サービスの事業化に取組んでいる

今後、産業公害防止もしくは地球環境問題の改善に資する

新商品・新サービスの事業化に取組む予定である

今まで産業公害防止や地球環境問題の改善に資するビジネ

スに取組んだことはなく、今後も取組む予定はない
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（２）現状の環境ビジネスの詳細 

 現状、環境ビジネスに取組む事業者のビジネスを整理すると、次のようになる。 

 

ものづくり企業の環境ビジネス 

 環境ビジネスの内容 

大気汚染防止対策 ・車用フィルタ、触媒、EGR クーラ等、特殊機器用フィ

ルタ等 

・燃焼装置の省エネ 

・停泊中船舶への陸上電力供給システムの製作 

水質汚濁防止対策 ・上水道のリサイクル化 

・排水処理、スクリーン組立 

廃棄物処理、リサイクル対策 

（省資源、節水対策も含む） 

・樹木の剪定枝を現場破砕し土壌に返すことのできる特

装車両や装置の生産販売を実施中。この装置により植

物系の廃棄物運搬と処理が削減できる。 

・冷却水の循環 

地球温暖化対策 

（省エネルギー対策含む） 

・太陽光発電所事業 

・LED を利用した農作物（花卉）電照栽培キット製造事

業 

・車用樹脂インテークマニフォールド等 

・軽量化、炭素繊維複合材料を車へ 

 

（３）AI、IoT、ロボット等の共通基盤的技術の活用イメージ 

環境ビジネスへの AI、IoTの活用イメージは、次のとおりである。 

生産工程への共通基盤的技術の活用、太陽光発電所の監視への活用といったイメージが

出された。 

 

AI、IoT、ロボット等の共通基盤的技術の活用イメージ（活用予定） 

（車用フィルタ、触媒、EGRクーラ等、特殊機器用フィルタ等） 

・シミュレーションへ活用し、開発期間の短縮 

（軽量化、炭素繊維複合材料を車へ） 

・人手で実施している複雑なバリ取り、研磨作業のロボット化 

（太陽光発電所事業） 

・施設監視装置への応用（施設の自動管理、異常項目の発見と対処および関連部門への通

知、他） 

（LEDを利用した農作物（花卉）電照栽培キット製造事業） 

・システムによる自働制御機器の開発への応用 

 

（４）環境ビジネスの事業化の詳細 

 現状、環境ビジネスの事業化に取組むもしくは今後、環境ビジネスの事業化に取組む予

定の事業者の事業化の内容を整理すると、次のようになる。 

 自社のものづくりで得たノウハウを活用した環境ビジネスが多い。 
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ものづくり企業が事業化に取組む環境ビジネス 

 環境ビジネスの内容 

大気汚染防止対策 ＜事業開始に向けた準備段階＞ 

・吹付け塗装ブースの排気ダクト設置 

水質汚濁防止対策 ＜事業開始に向けた準備段階＞ 

・排水処理場のコンサルティング・改善 

廃棄物処理、リサイクル対策 

（省資源、節水対策も含む） 

＜今後、事業化に取組む予定＞ 

・鋼を加熱した際に生じる、酸化スケールを現在産廃扱

いしているが鉄鋼材料の製鋼時などにリサイクルで活

用する事ができればと考えております 

・少量多品種塗装対応システム導入による省資源策推進 

 

＜事業化＞ 

・廃発泡ポリウレタンの微生物分解による再利用（日本

プラスト：商品化されているがビジネスとしては成り

立っていない） 

地球温暖化対策 

（省エネルギー対策含む） 

＜今後、事業化に取組む予定＞ 

・加熱炉の排熱を利用し、発電など再生可能エネルギー

を創出する事ができればと考えております 

有害化学物質対策（有害廃棄

物の越境移動対策含む） 

＜事業開始に向けた準備段階＞ 

・吹付け塗装ブースの排気ダクト設置 

 

（５）環境ビジネスの新商品・新サービスの事業化を推進する上で関東経済産業局に期待

すること 

環境ビジネスの新商品・新サービスの事業化を推進する上で関東経済産業局に期待する

こととして、「技術導入・コンサル」「人材育成」「ビジネスマッチング」「資金調達」「ネッ

トワーク（人脈）づくり」「産学共同研究」への回答が多く寄せられた。既存の環境ビジネ

スのニーズと比較して、「技術導入・コンサル」への回答割合が高くなっている。 

 

環境ビジネスの新商品・新サービスの事業化を推進する上で関東経済産業局に期待すること

（n=100） 
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３．環境系のベンチャー企業の実態、動向 

 ベンチャーキャピタルへのヒアリング調査を踏まえ、有望と考えられる環境ビジネス市

場における環境系のベンチャー企業の動向、環境系のベンチャー企業に必要な支援策を整

理した。 

 

（１）有望と考えられる環境ビジネス市場 

再生可能エネルギー、エネルギー効率化、脱プラ（バイオプラスチック、セルロースナ

ノファイバー、石灰石を使ったプラスチック等）が有望分野と考えている。 

廃棄物・リサイクル分野では、資源化関連、CCU（Carbon dioxide Capture and Utilize:

二酸化炭素の回収と利用)、メタン化、バイオジェット燃料が有望分野と考えられる。バイ

オ燃料では、高効率に生成できる微細藻類を有するベンチャー企業も出てきている。 

エネルギー貯蔵は、非常に有望との評価であり、キャパシタ、次世代型二次電池等が有

望。改良型フライホイールはこれからとみている。電池の分野は、スピードが求められ、

大規模投資を行っていく必要があるため、銀行、証券、コンサルティング会社と連携した

上で、大手企業も巻き込み、ビジネスモデルを検討しているところである。 

バイオプラでは、参入するベンチャー企業が出てきている。ポリ乳酸は難しいとみてい

る。 

プラスチックリサイクルでは、今後はケミカルリサイクルが有望ではないか。ポリマー

の品質を劣化させることなく、繊維 to 繊維、PET to PET、服 to 服等を行うケミカルリサ

イクルが進展することが期待される。この分野には既に参入しているベンチャー企業がい

る。 

 

水、排水処理分野では、既存の大手企業が新規技術を公開しながら、新規ビジネス展開

を行っており、中小企業にとっては新規参入が厳しい状況である。国内では、産業系が有

望との評価で、公共系はどちらかといえば有望の評価。海外市場は有望との評価である。 

土壌・地下水汚染分野もあまり有望とはいえない。一般的に、産業公害防止対策市場の

ベンチャー企業は少ない。 
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４．AI、IoT やロボット等の共通基盤的技術を有する企業の実態、動向 

 AI、IoTやロボット等の共通基盤的技術を有する企業の環境ビジネスへの参入状況を俯瞰

できる文献として、環境成長エンジン研究会「平成 30 年度先進的環境ビジネスの動向と

成功秘訣 ～AI ・IoT ビジネス～ 報告書（要約版）」が挙げられる。 

ここでは、環境成長エンジン研究会「平成 30 年度先進的環境ビジネスの動向と成功秘訣 

～AI ・IoT ビジネス～ 報告書（要約版）」を活用し、全体の状況を把握した上で、有望分

野と考えられる、水処理分野、プラスチックリサイクル分野、バイオマス利用分野におけ

る動向を把握した。 

 

（１）ICT 企業等における環境ビジネスへの参入動向 

環境成長エンジン研究会「平成 30 年度先進的環境ビジネスの動向と成功秘訣 ～AI ・

IoT ビジネス～ 報告書（要約版）」では、環境ビジネスを以下の３類型に分類している。 

 

環境成長エンジン研究会報告書における環境ビジネスの分類 

 市場（顧客） 

既存 新規 

製品・技術（IoT・

AI ・ロボット技術） 

既存 （調査対象外） Group１：製造業やヘルスケ

アなど多様な産業向けに提

供している ICT 技術を用い

た商品・サービスを、新たに

環境ビジネス市場に展開し

て参入。 

新規 Group３：IoT ・AI ・ロボッ

ト等を活用して、既存の環境

ビジネス事業を改革 
-ビジネスモデル転換（例：機器

売りからサービス売りへ） 

-新商品・サービス 

Group２：環境ビジネス市場

の事業機会に着眼、他社の

IoT・AI ・ロボット技術も活

用しながら商品・サービスを

実現。 

 

AI、IoT やロボット等の共通基盤的技術を有する企業の環境ビジネスへの参入状況は、

Group１もしくは Group２に相当するため、この類型に属する企業の動向を把握した。産業

公害防止関連分野では、ICTベンチャー企業によるドローンを用いたインフラメンテナンス

ビジネスや、シェアリングビジネスの事例が確認された。 

ICT企業による産業公害防止関連分野への参入は確認できなかった。 

 

Group１、Group２に属する企業の環境ビジネスの概要 

分野 企業名 提供する商品・サービス 

廃棄物処理・ 

資源有効利用 

（長寿命化） 

自律制御システム研究

所：Group１ 

千葉大学発の国産ドローンメーカー。楽天

などが出資している水道コンサル大手Ｎ

ＪＳとともにドローンを活用して下水道

管のメンテナンスを安価・高効率に行うシ

ステムを開発。 

ブルーイノベション ドローンを用いた各種システムの設計・導



45 

 

：Group２ 入行う。通常ドローンを用いた各種システ

ムの 設計・導入行う。通常の GPS による

位置測位では困難な屋内環境での点検を

実現。2018 年以降数年間で機体「ELIOS」

を 100 機販売することを目標とする。 

ルーチェサーチ 

：Group２ 

ドローンを用いた測量・画像処理解析を行

い、インフラメンテナンスや森林計測等の

用途に活用する。国交省ロボット大賞を受

賞。 

廃棄物処理・ 

資源有効利用 

（シェアリング） 

Notteco：Group１ 「安く移動したい人」とガソリン代などの

実費を節約したいドライバーをつなげる

長距離相乗りマッチングサービスを提供。

4 万人以上の会員を有する。 万人以上の

会員を有する。 

オークファン：Group２ 今まで活用されてこなかったオークショ

ンやショッピングサイトの相場価格デー

タの価値に着眼し、「売り手」と「買い手」

をつなげるプラットフォームを提供。廃棄

や余剰在庫の削減を目指す。 

コークッキング 

：Group２ 

廃棄の危機に直面している「食べて」の想

いがこもった食事と、「食べ手」をマッチ

ングするフードシェアリングサービス。

「TABETE」を展開。約 8万 6000人のユー

ザー登録実績がある。 (2019 年 1月時点） 

嶋ノ屋：Group２ 個人間のモノのレンタルをマッチングす

るサービスを提供。カメラ、スーツケース、

着物、ベビー用品など、様々な商品をマッ

チングする。 

自然環境保全（持

続可能な農林水産

業） 

富士通 農作物の生産だけでなく流通・消費まで農

業バリューチェーン全体を支援する ICT

システム「AkisAI」を提供。農産物の工法

を最適化し農薬使用量を削減することに

貢献。 

ＮＥＣソリューション

イノベータ 

「日本の産地を強くする 」というビジョ

ンを掲げ、農林水産業における、農林水業

におけ「日本の産地を強くする 」という

ビジョン掲げ、農林水業におけ ICTソリュ

ーション提供に取り組む。ICT技術を活用

した「フィッシュカウンター」などのソリ

ューションを提供。  

ＮＴＴドコモ 海上のブイにセンサを組み込んで水温や

塩分濃度は測り、養殖の作用を効率化。

2018 年からの 3 年間で、200 のブイを導

入して約 2 億円の売り上げと、年間 億円

の売り上げと、年間 2000 万円の通信・ア

プリ利用料を見込んでいる。 
（資料）環境成長エンジン研究会「平成 30 年度先進的環境ビジネスの動向と成功秘訣 ～AI ・IoT ビジ

ネス～ 報告書（要約版）」 
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自律制御システム研究所の事業概要、成功要因、今後の展望 

 
（資料）環境成長エンジン研究会「平成 30 年度先進的環境ビジネスの動向と成功秘訣 ～AI ・IoT ビジネス～ 報告書（要約版）」 
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ブルーイノベーション株式会社の事業概要、成功要因、今後の展望 

 
（資料）環境成長エンジン研究会「平成 30 年度先進的環境ビジネスの動向と成功秘訣 ～AI ・IoT ビジネス～ 報告書（要約版）」 
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ルーチェサーチの事業概要、成功要因、今後の展望 

 

（資料）環境成長エンジン研究会「平成 30 年度先進的環境ビジネスの動向と成功秘訣 ～AI ・IoT ビジネス～ 報告書（要約版）」 
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nottecoの事業概要、成功要因、今後の展望 

 
（資料）環境成長エンジン研究会「平成 30 年度先進的環境ビジネスの動向と成功秘訣 ～AI ・IoT ビジネス～ 報告書（要約版）」 
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オークファンの事業概要、成功要因、今後の展望 

 

（資料）環境成長エンジン研究会「平成 30 年度先進的環境ビジネスの動向と成功秘訣 ～AI ・IoT ビジネス～ 報告書（要約版）」 
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コークッキングの事業概要、成功要因、今後の展望 

 

（資料）環境成長エンジン研究会「平成 30 年度先進的環境ビジネスの動向と成功秘訣 ～AI ・IoT ビジネス～ 報告書（要約版）」 
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嶋ノ屋の事業概要、成功要因、今後の展望 

 

（資料）環境成長エンジン研究会「平成 30 年度先進的環境ビジネスの動向と成功秘訣 ～AI ・IoT ビジネス～ 報告書（要約版）」 
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（２）水処理分野における ICT 企業の参入状況 

富士経済「2019 年版水資源関連市場の現状と将来展望」で水処理向け IoT、AI サービス

の先進的な取組が紹介されている。水処理向け IoT、AI サービスは、水処理企業自らが提

供している場合が多いが、ICT企業による取組も一部みられる。以下、ICT 企業の取組概要

を整理した。 

 

水処理分野における ICT企業の参入状況 

 

 

 
（資料）富士経済「2019年版水資源関連市場の現状と将来展望」 
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水処理分野における ICT企業の参入状況（その２） 

 
（資料）富士経済「2019年版水資源関連市場の現状と将来展望」 

 

 これらの事例より、浄水場、下水処理場の遠隔監視に AI，IoT の導入が進展している様

子がうかがえる。大手電機メーカーへのヒアリング調査を通じ、水処理分野への AI，IoT

の活用状況を把握した結果を以下に示す。 

 

大手電機メーカーの水処理分野への AI、IoTの活用状況（ヒアリング調査結果） 

〇水インフラへの活用状況 

水インフラには、水質センターをつけ監視、制御を行ってきているが、クラウド型の

システム導入を他分野に先駆け 2007年から始めた。テレモット通信端末と連結している。 

2013 年からは、クラウドを活用したサービスを始めた。従来のテレメータ通信から切

り替え等により、現在までに 60以上の自治体で、クラウドを活用したサービスが導入さ

れている。 

東京都下水道サービスと共同開発したマンホール監視商品は、テレモット通信端末の

ような装置がマンホールに入っている。マンホール監視商品の開発は、水防法、下水道

法改正で事前に危険を周知する必要性が生じていることが背景にある。 

マンホール監視商品で蓄積するデータは、コンサルティング・調査にも活用できると考

えている。 

2018年には、国土交通省の B-DASH事業（下水道革新的技術実証事業）に採択され、AI

による下水処理場運転操作の自動化・省力化技術の実用化に関する FS（Feasibility 

Study）調査 を行っている。水インフラ関連機器の海外拠点がシンガポールにあり、日

本とシンガポールで製品開発を進めている。 

 

〇AI，IoT人材の採用状況 

AI，IoT人材を採用しているが、特に、データ解析人材が少ない。 

 

〇AI、IoTの今後の活用可能性 

人口減少社会の中、上下水道事業の維持に向けては、施設の統廃合、広域化を図って

いかないといけない状況にある。クラウドを使った上下水道事業の推進に加え、施設の

統廃合支援に貢献できる可能性がある。例えば、老朽化した施設の修繕対策の優先順位

付けに AI，IoTを活用していくことが考えられる。 

上下水道管路の台帳整備のサポートに AI，IoTの活用が考えられる。 

水道の検診システムもスマートメーターの普及で変わっていくと考えている。このこ

とは、自社のビジネスモデルをＢｔｏＣに拡げていけるチャンスと期待している。 
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水処理企業以外の参入企業の多くは ICTベンチャー企業であり、以下、ICTベンチャー企

業の取組概要を整理した。 

 

ICTベンチャー企業が展開する水処理ビジネス（その１） 

 

 
（資料）富士経済「2019年版水資源関連市場の現状と将来展望」 
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ICTベンチャー企業が展開する水処理ビジネス（その２） 

 
（資料）富士経済「2019年版水資源関連市場の現状と将来展望」 

 

（３）プラスチックリサイクル、バイオマス利用における ICT 企業の参入状況 

 文献調査からは、プラスチックリサイクル、バイオマス利用における ICT 企業の参入は

確認できなかった。 

 既存環境ビジネス事業者へのアンケート調査から、ICT企業から AI、IoT、ロボット技術

を導入し、プラスチックリサイクルやバイオマス利用に活用していくことが今後進展する

ものと考えられる。 
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５．環境ビジネスの各種類型の市場性 

 本章で概観した環境ビジネスの４類型について、その市場性について、分析した。 

 

（１）既存の環境ビジネス事業者 

 既存の環境ビジネスには、コアな分野である「廃棄物処理、リサイクル対策」「水質汚濁

防止対策」を軸に、「地球温暖化対策」を兼ねたビジネスを展開している企業が多かった。 

 現在、事業化に取組んでいる新商品・新サービスの分野をみると、水処理、バイオマス

利用関連が多く、既存の環境ビジネス事業者は、「水処理」、「プラスチックリサイクル」、「バ

イオマス利用」の分野を有望市場とみている様子がうかがえる。 

 水処理分野の専門家へのヒアリング調査から、省廃棄物（廃棄物処理費用低減）、節水（水

道代低減）、省エネ（光熱費低減）、省ＣＯ２化に寄与する水処理や非常時の水供給に資する

水処理、が有望市場であると考えられる。 

 プラスチックリサイクル分野の有識者２名へのヒアリング調査から、ケミカルリサイク

ルが有望市場である、と考えられる。また、中小企業の関与可能性があると考えられる有

望市場として、選別（ソーティング）も挙げられる。 

 バイオマス利用分野の中では、ベンチャーキャピタルへのヒアリング調査から、未利用

資源の有効利用（リグニンを活用した自動車バンパー等）、脱プラスチック（バイオプラス

チック、セルロースナノファイバー、石灰石を使ったプラスチック等）が有望市場である

と考えられる。また、バイオマス利用の専門家へのヒアリング調査から、小型バイオガス

発電・熱供給（脱水・乾燥等の前処理を含む）も有望市場であると考えられる。 

 

（２）地域のものづくり中堅中小企業 

地域のものづくり中堅中小企業については、アンケート調査を通じて、一部の事業者は

既に環境ビジネスに取組んでいることを確認したが、大半の事業者は、現在も今後も環境

ビジネスに取組む意向を有していないことが確認された。 

既に環境ビジネスに取組んでいる地域のものづくり中堅中小企業は、既存の環境ビジネ

ス事業者に含めることとし、残りの地域のものづくり中堅中小企業については、環境ビジ

ネス事業者の担い手としては捉えなくてよいと考えられる。（ただし、地域のものづくり中

堅中小企業が SDGs経営を進める中で、既存の環境ビジネスを活用して環境負荷低減に取組

むことは重要である。） 

 

（３）環境系のベンチャー企業 

ベンチャーキャピタルへのヒアリング調査から、産業公害防止対策市場に参入するベン

チャー企業は少ないことが確認された。 

ただし、廃棄物・リサイクル分野では、資源化関連（プラスチックリサイクルではケミ

カルリサイクル）、CCU（Carbon dioxide Capture and Utilize:二酸化炭素の回収と利用)、

メタン化、バイオジェット燃料が有望分野と考えられ、環境系のベンチャー企業の参入も
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あり、今後の有望市場として期待される。 

水、排水処理分野へのベンチャー企業の参入は少ないものの、国内市場であれば、産業

系が有望であり、海外市場のほうが有望と考えられる。 

また、再生可能エネルギー、エネルギー貯蔵（キャパシタ、次世代型二次電池等）、エネ

ルギー効率化、脱プラ（バイオプラスチック、セルロースナノファイバー、石灰石を使っ

たプラスチック等）も今後の有望市場と考えられ、環境系のベンチャー企業の参入が期待

される。 

 

（４）AI、IoT やロボット等の共通基盤的技術を有する企業 

ICT企業、ICTベンチャー企業による環境ビジネスへの参入は、水処理分野に一部みられ

るが、産業公害防止対策分野全般でみると、ICT企業、ICTベンチャー企業による既存環境

ビジネス事業者への共通基盤的技術の提供、既存環境ビジネス事業者の AI、IoT 導入支援

が中心となっている。 

ICTベンチャー企業によるドローンを用いたインフラメンテナンスビジネスや、シェアリ

ングビジネスの事例は確認された。専門家へのヒアリング調査からも、これらの分野は有

望市場であると考えられる。 

 

以上より、環境ビジネスの担い手は、既存環境ビジネス事業者、ベンチャー企業（環境

系、ICT）が中心であると言える。 

 

 

水処理分野については、有識者へのヒアリング調査から、国内市場よりも海外市場のほ

うが有望との意見も出されており、海外市場の動向も把握することが重要であるため、富

士経済「2019 年版水資源関連市場の現状と将来展望」をもとに、海外市場の動向を概観し

た。 

複数の有識者から有望市場と言われた東南アジア市場をみると、ベトナムでは、食品・

飲料、化学（染色など）の水処理需要が中心であり、規制強化により、工場などからの生

活排水処理需要が増加している、とされている。また、マレーシアでは、新規よりも増設、

改修ニーズが高まっており、排水再利用化、節水技術などの高度処理技術がより求められ

る、とされている。 

広域関東圏の既存環境ビジネス事業者の中には、ベトナムの有機性排水処理ニーズへの

対応が可能な事業者や、マレーシアの排水再利用化、節水技術導入ニーズへの対応力を持

つ事業者がおり、ベトナムやマレーシアへの海外展開可能性はあるものと考えられる。 
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海外市場における水処理動向（その１） 

 
（資料）富士経済「2019年版水資源関連市場の現状と将来展望」 
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海外市場における水処理動向（その２） 

 
（資料）富士経済「2019年版水資源関連市場の現状と将来展望」 
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第３章 環境関連展示会への出展支援 

 

環境関連の展示会である「第 12回川崎国際環境技術展」に「関東経済産業局ブース（３

小間）」を設け、環境関連企業の事業化支援を行った。 

 

１．環境関連展示会への出展企業選定経緯 

 本調査で、既存の環境ビジネス事業者や地域のものづくり中堅中小企業へのアンケート

調査を実施し、環境ビジネスの実態、動向の把握を行ったが、このアンケート調査の中で、 

「第 12回川崎国際環境技術展」への出展意向を把握した。 

 アンケート調査から、出展意向を有する企業が 30社に上った。 

出展企業を３社に絞り込む必要があったため、以下の選定基準をもとに、出展企業３社を

選定した。 

環境関連展示会への出展企業の選定基準 

〇出展対象外とする企業 

 ・アンケート調査で、「今まで産業公害防止や地球環境問題の改善に資するビジネスに取

組んだことはなく、今後も取組む予定はない」と回答した企業 

  ←環境ビジネスに全く関係ない企業は出展対象外とする、という考え方 

 

 ・アンケート調査で、「産業公害防止もしくは地球環境問題の改善に資するビジネスを行

っている」、「現在、産業公害防止もしくは地球環境問題の改善に資する新商品・新サ

ービスの事業化に取組んでいる」、「今後、産業公害防止もしくは地球環境問題の改善

に資する新商品・新サービスの事業化に取組む予定である」のいずれかに回答するも

のの、産業公害分野（大気汚染防止対策、水質汚濁防止対策、土壌汚染防止対策、廃

棄物処理、リサイクル対策（省資源、節水対策も含む））への取組が全くないもの 

  ←中小企業等産業公害防止対策調査の一環で行う事業であり、産業公害分野への取組

がある環境ビジネスを優先したい、という考え方 

 

 ・アンケート調査で、「産業公害防止もしくは地球環境問題の改善に資するビジネスを行

っている」、「現在、産業公害防止もしくは地球環境問題の改善に資する新商品・新サ

ービスの事業化に取組んでいる」、「今後、産業公害防止もしくは地球環境問題の改善

に資する新商品・新サービスの事業化に取組む予定である」のいずれかに回答し、川

崎国際環境技術展に「条件が合えば出展したい」と回答するものの、具体的な条件が

未記載のもの 

  ←無条件で出展を希望する企業もおり、具体的な条件が未記載の企業の優先度を下げ

る、という考え方 

 

〇優先すべき企業 

 出展対象企業の中から、「現在、産業公害防止もしくは地球環境問題の改善に資する新商

品・新サービスの事業化に取組んでいる」への回答がある企業を優先して取り上げること

とした。 

 ←現在、事業化に取組んでいる企業を優先したい、との考え方 

 

 さらに、事業化に取組んでいる分野に、「開発途上国の公害対策、熱帯雨林の減少対策」

が含まれている企業を優先して取り上げることとした。 

 ←出展企業には、国際連合工業開発機関（UNIDO）ツアーへの協力を依頼する予定であっ

たため、開発途上国向けの取組を行っている企業を優先したい、との考え方 
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２．出展支援状況 

 出展企業の選定方針に基づき選定された３社に対し、まず、出展可能である旨、連絡を

行った。 

 次に、川崎国際環境技術展事務局からの事前説明会に参加し、出展者が事前に準備すべ

き事項や搬入・搬出スケジュール等を把握した。 

 その後、出展企業３社を訪問し、出展内容、事前に準備すべき事項、レンタル備品活用

の有無等の確認を行った。 

 川崎国際環境技術展事務局からのヒアリングシートへの回答協力依頼を３社に対して行

い、その際に、国際連合工業開発機関（UNIDO）ツアーへの参加の打診を行った。 

 また、川崎国際環境技術展開催日前日の搬入への立会いも行った。 

 

３．出展の成果や事業化に向けた今後の課題 

 出展者に行った事後アンケート調査をもとに、出展の成果や事業化に向けた今後の課題

を整理した。 

 

（１）出展の成果 

 自社ブースへの来場者数、自社ブースへの来場者との商談・ビジネスマッチングの実現

度合、UNIDO ツアーへの満足度を尋ねたところ、UNIDO ツアーは「どちらかといえば満足」

への回答が３件中２件となっているが、自社ブースへの来場者数、自社ブースへの来場者

との商談・ビジネスマッチングの実現度合では、「どちらともいえない」、との回答が３件

中２件となっていた。 

 

出展の成果（事後アンケート調査結果） 

 回答 

自社ブースへの来場者数 非常に満足     ：１件 

どちらともいえない ：２件 

自社ブースへの来場者との商談・

ビジネスマッチングの実現度合 

どちらかといえば満足：１件 

どちらともいえない ：２件 

UNIDOツアーへの満足度 どちらかといえば満足：２件 

どちらともいえない ：１件 

 

 出展してよかったこととして、出展３社とも「ネットワーク（人脈）づくりにつながっ

た」と回答している。 

 また、「海外の販路開拓・販路拡大につながった」「自社への問合せや自社技術・製品等

の引合いにつながった」「同業他社との有益な情報交換ができた」への回答があった。 

 

出展してよかったこと（事後アンケート調査結果） 

ネットワーク（人脈）づくりにつながった                ３件 

海外の販路開拓・販路拡大につながった                 １件 

自社への問合せや自社技術・製品等の引合いにつながった         １件 

同業他社との有益な情報交換ができた                  １件 
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（２）事業化に向けた今後の課題 

 事業化に向けた今後の課題としては、次のことが挙げられた。 

技術開発を終えているＡ社、Ｂ社では、販売協力企業の拡大、販売ネットワークの構築を

今後の課題として挙げている。 

 

事業化に向けた今後の課題（事後アンケート調査結果） 

・実績の確保と販売協力企業の拡大（Ａ社） 

・販売ネットワークの構築（Ｂ社） 

・運用化に向けたマニュアル作成（Ｂ社） 

・製造コスト削減（Ｂ社） 

・商品開発を続けているが、実用化への研究進捗スピードが遅い（Ｃ社） 

・人材を新商品開発に投入したいが、日常の仕事が多忙で配置転換が難しい（Ｃ社） 

・多くの研究出来る環境整備も必要（Ｃ社） 
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第４章 支援のあり方の検討 

 ここでは、前章までの調査結果等を踏まえ、今後の環境ビジネスへの支援のあり方につ

いて、検討を行った。 

 検討にあたり、関連データや情報、有識者の知見等を整理した上で、関東経済産業局内

において局内検討会を実施した。 

 令和元年 12 月 20 日（金）に開催された局内検討会（第１回）では、文献等調査結果、

アンケート調査結果、ヒアリング調査結果の報告の後、戦略コンセプト作成に向けた論点

について議論を行った。その際に、水処理、バイオマス利用等の有望分野の有望市場と位

置付けた根拠を示すこと、地域への雇用創出、地域への経済波及効果の視点も入れるよう

要請があり、水処理、バイオマス利用等の有望分野が環境省の市場規模データから、市場

規模が大きく、経済波及効果も大きいことを補足資料で示した。 

 令和２年３月５日（木）に開催された局内検討会（第２回）では、水処理分野について

は海外展開支援について理由を含めて記載するよう要請があり、今後の支援手法の「（１）

支援すべき分野」のところに記載した。 

 

１．環境ビジネスを支援する理由 

 環境規制の強化だけに留まらない昨今の資源循環政策を巡る動向や SDGsなど環境問題に

関連した世界的な動きは、我が国産業界にとっても従来の環境対策のあり方に変革を及ぼ

す影響が考えられる。工場や事業所等における環境対策は、今後より高度化、多様化、個

別化していくことが予想される中で、環境関連の新たな課題やニーズが顕在化していくと

みられる。 

こうした動きは、新たな公害防止技術や個別の環境対策課題を解決するようなビジネス

を生み出す機会を創出し、環境ビジネスが成長産業の１つとして、地域経済の活性化や我

が国経済の付加価値額の増大にも寄与していくことが期待されるところである。 

 一方で、既存の環境ビジネスの中には、高い技術力を有しているものの、事業拡大に向

けた経営資源が不足している企業も少なくない。 

 また、環境負荷低減に資する新技術・新製品の導入、循環型社会形成に向けた新たな社

会システムの構築に向けては、社会実験の実施を通じた客観性・信頼性のあるデータの獲

得、事業化可能性を判断するデータの獲得が求められるが、このような取組を環境ビジネ

スが自前で行うことは難しい。 

 以上のことから、中小環境ビジネスへの支援が必要である。 

 関東管内の地方自治体、産業支援機関における環境ビジネスへの支援状況をみると、技

術開発や事業化・創業化支援を行うところが一部にみられるものの1、広域関東圏全体を見

渡した際に、十分な支援基盤があるとはいいがたい。 

 そのため、関東経済産業局が、環境ビジネス支援を行うものである。 

                                                   
1 関東経済産業局 平成 26 年度中小企業等産業公害防止対策調査「広域関東圏における産業公害防止等技

術実態調査」報告書 
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２．支援すべき分野、ビジネス領域 

（１）支援すべき分野 

当面は、水処理、プラスチックリサイクル、バイオマス利用、を支援対象分野とする。 

 中長期的には、太陽光パネルのリユース・リサイクル、CFRP のリサイクルも支援対象分

野とする。 

 水処理のうち、省廃棄物（廃棄物処理費用低減）、節水（水道代低減）、省エネ（光熱費

低減）、省ＣＯ２化に寄与する水処理への支援を重点的に行うことが望ましい。 

また、非常時の水供給に資する水処理も重点的に支援することが望ましい。 

水処理分野の場合、国内市場よりも海外市場、中でも東南アジア市場への展開が有望視

されており、大手プラントメーカーの東南アジア市場展開の動きと連携して、自社製品を

水処理プラント・システムの一部として販売していく動きを支援することが望ましい。 

 プラスチックリサイクルのうち、今後市場拡大が期待でき、中小企業が関与する余地が

ある分野は、ケミカルリサイクルであり、ケミカルリサイクルを重点的に支援することが

望ましい。マテリアルリサイクルにしても、ケミカルリサイクルにしても、原料を大量に

集める必要があることから、選別（ソーティング）も重点的に支援することが望ましい。 

バイオマス利用のうち、バイオマスのマテリアル利用には、プラスチックと併せて化学

工業プロセスを通じて化学製品化されるものも含めるものとするが、未利用資源の有効利

用（リグニンを活用した自動車バンパー等）、脱プラスチック（バイオプラスチック、セル

ロースナノファイバー、石灰石を使ったプラスチック等）を重点的に支援することが望ま

しい。また、エネルギー利用は、化石燃料代替分がＣＯ２削減につながることから、バイオ

マス発電・熱供給、バイオマス燃料製造、幅広いエネルギー利用を対象とするが、小型バ

イオガス発電・熱供給（脱水・乾燥等の前処理を含む）を重点的に支援することが望まし

い。 

 

（２）支援すべきビジネス領域 

原則、ＢｔｏＢの環境ビジネスを対象とする。（防災関連は、ＢｔｏＧも対象） 

 

３．支援すべき担い手 

 支援すべき担い手は、既存の環境ビジネス事業者、ベンチャー企業（環境系、ICT）とす

る。既存の環境ビジネス事業者には、地域のものづくり中堅中小企業で、現在、環境ビジ

ネスに取組んでいる事業者を含むものとする。 

 既存の環境ビジネス事業者、ベンチャー企業（環境系、ICT）いずれにおいても、高い技

術力を有しながら、今後の事業拡大に向けて経営資源が不足している事業者を主な支援対

象とする。 
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４．効果的な支援のあり方、効果的な支援の手法 

 関東経済産業局が今後、支援を行っていくことが望ましい支援手法として、社会実証型

支援モデルケース事業の推進、環境関連展示会への出展支援、専門家派遣事業の専門家の

発掘、支援対象企業への派遣、が挙げられる。また、既存の環境ビジネス事業者やベンチ

ャー企業への効果的な支援を行っていくべく支援すべき分野の一層の情報収集も行ってい

く。 

 

（１）支援すべき分野の一層の情報収集 

＜支援対象＞ 

 既存の環境ビジネス事業者、ベンチャー企業 

 

＜支援内容・支援方法＞ 

既存の環境ビジネス事業者やベンチャー企業への効果的な支援を行っていくべく、広域

関東圏管内を中心とした支援機関、関係団体、企業等へのヒアリングを行い、支援すべき

分野の検討に資する一層の情報収集に努める。 

 

（２）社会実証型支援モデルケース事業の推進 

＜支援対象＞ 

 既存の環境ビジネス事業者、ベンチャー企業 

 

＜支援内容・支援方法＞ 

地域の環境保全・環境負荷低減に資するビジネスの事業化を目指している事業者もしく

は、重点支援分野（ケミカルリサイクル、プラスチックの選別（ソーティング）、小型バイ

オガス発電・熱供給（脱水・乾燥等の前処理を含む））を対象にしている事業者等に対しビ

ジネスモデル構築を目指した社会実証型モデルケース事業を募集し、採択された事業者に

対し、社会実証を行ってもらう。 

 

（３）環境関連展示会への出展支援 

＜支援対象＞ 

 既存の環境ビジネス事業者、ベンチャー企業 

 

＜支援内容・支援方法＞ 

 既存の環境ビジネス事業者の多くは、「ビジネスマッチング」「ネットワーク（人脈）づ

くり」「販路開拓」に係る支援ニーズを有していることから、今年度に引き続き、川崎国際

環境技術展への出展支援を行うとともに、ＢｔｏＢのビジネスマッチングに有効な他の環

境関連展示会への出展支援も検討する。 
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（４）専門家派遣事業の専門家の発掘、支援対象企業への派遣 

＜支援対象＞ 

 既存の環境ビジネス事業者、ベンチャー企業 

 

＜支援内容・支援方法＞ 

 現在の専門家派遣事業は、塗装工程、洗浄工程、排水処理（無機系）を主対象とし、こ

れらの対象における環境負荷低減に詳しい専門家を配置しているが、今後は、ものづくり

企業の「省資源・節水」「省エネ・地球温暖化防止」「排水処理（有機系排水）」等の幅広い

環境負荷低減ニーズにも応える専門家を管内環境ビジネス事業者等から発掘し、支援対象

事業に専門家として訪問・指導してもらう。これにより、環境ビジネス事業者の営業支援

を図る。 

 

５．支援の取組（体制等） 

４．に掲げた支援手法の実施体制は、次のとおりである。 

支援手法 実施体制 

（１）支援すべき分野の一層の情報収集 ・請負事業を活用し、請負先とヒアリング調

査を実施 

（２）社会実証事業の推進 ・支援希望者を公募で発掘 

・請負先が社会実証事業実施者の進捗状況、

経費使用状況を管理 

（３）環境関連展示会への出展支援 ・次年度は、今年度アンケート調査の出展希

望者に対し、出展を打診 

・請負先と連携し実施 

（４）専門家派遣事業の専門家の発掘、支援

対象企業への派遣 

・次年度は、有機性排水処理ビジネス事業者

にも専門家派遣事業への協力を打診 

・請負先と連携し実施 

 

６．支援策の実施スケジュール（ロードマップ） 

 支援策の実施スケジュールは次のとおり。 

支援手法 短期 中長期 

（１）支援すべき分野の一層の情報収集   

（２）社会実証事業の推進   

（３）環境関連展示会への出展支援 

 川崎国際環境技術展への出展支援 

 ＢｔｏＢマッチングに有効な展示会への

出展支援 

  

（４）専門家派遣事業の専門家の発掘、支援

対象企業への派遣 
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戦略コンセプト案

＜支援すべき領域＞
ＢｔｏＢ （防災関連は、ＢｔｏＧも対象）

＜支援すべき担い手＞

既存の環境ビジネス事業者又はベンチャー企業で、
事業拡大に向けた経営資源が不足している企業
等

＜今後の支援手法＞

（１）支援すべき分野の一層の情報収集
（２）社会実証型支援モデルケース事業の推進
（３）環境関連展示会への出展支援
（４）専門家派遣事業の専門家の発掘、支援対象企

業への派遣

○プラスチックリサイクル

ケミカルリサイクル
選別（ソーティング）等

○水処理

国内ニッチ市場
海外市場
ZLD（無排水）
省廃棄物
節水、省エネ
非常時の水供給等

○バイオマス利用

未利用資源の有効利用
（リグニン活用等）

脱プラスチック（バイオプラスチック、
セルロースナノファイバー、石灰石を
使ったプラスチック等）

小型バイオガス発電・熱供給
（脱水・乾燥等の前処理を含む） 等

＜支援すべき分野＞

・将来的には、太陽光パネルのリユース・リサイクル、CFRPのリサイクルも支援対象
・ＡＩ・ＩｏＴは自立的な進展が予想されるため直接支援する必要は低いと判断（ＡＩ・ＩｏＴ技術の
活用・実装については支援）

戦略コンセプト案として、●水処理分野、●プラスチックリサイクル、●バイオマス利用を有望分野とし、支援すべき領域を
ＢtoＢとした。また、今後の支援手法として、社会実証型支援モデルケース事業の推進を打ち出した。
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補足：戦略コンセプトの各結論に至った根拠 

 

２．支援すべき分野、ビジネス領域 

（１）支援すべき分野 

 調査のスタート時に仮説的に支援すべき分野に設定していた水処理、プラスチックリサ

イクル、バイオマス利用、について、いずれの分野も、環境省の市場規模データから、市

場規模が大きく、経済波及効果も大きいことから、支援すべき分野であると判断した。 

プラスチックリサイクルに関しては、プラスチック資源循環戦略、海洋プラスチックアク

ションプラン等、国の政策が本格化すること、SDGs の中で海洋プラスチック対策が要請さ

れていること等も、支援すべき分野であると判断した理由である。 

 

調査対象分野の市場規模、経済波及効果 

 環境省の市場規模データでの分類 市場規模 

（億円） 

経済波及効

果（億円） 

水処理 下水、排水処理 28,293 55,529 

プラスチックリサイクル  39,312 118,182 

再資源の商品化（廃プラスチック製品

製造業） 

1,182 2,297 

PET ボトル再生繊維 108 209 

静脈産業での廃棄物受入（鉄鋼業） 38,022 115,676 

バイオマス利用  35,610 82,476 

動脈産業での廃棄物受入（紙製造業） 17,746 44,125 

バイオ燃料 486 890 

非木材紙 87 217 

国産材使用 1（建築用・容器） 12,539 26,925 

国産材使用 2（家具・装備品） 4,752 10,319 
（資料）環境産業市場規模検討会「平成 29 年度環境産業の市場規模推計等委託業務 環境産業の市場規

模・雇用規模等に関する報告書」（平成 30年３月）より作成 

 

 水処理分野のうち、省廃棄物（廃棄物処理費用低減）、節水（水道代低減）、省エネ（光

熱費低減）、省ＣＯ２化に寄与する水処理や非常時の水供給に資する水処理を重点的に支援

することが望ましい、と判断したのは、水処理分野の専門家へのヒアリング時に、これら

の市場が有望と捉えられたことに基づく。 

 プラスチックリサイクル分野のうち、ケミカルリサイクルを重点的に支援することが望

ましいと判断したのは、プラスチックリサイクル分野の専門家へのヒアリング時に、ケミ

カルリサイクルがマテリアルリサイクルと比較して有望とのコメントを得たことに基づく。 

また、選別（ソーティング）が有望と判断したのは、プラスチックリサイクル分野の有識

者２名へのヒアリング時に、中小企業の関与可能性を尋ねたときに、選別（ソーティング）

の可能性を指摘されたことに基づく。 

 バイオマス利用の中で、未利用資源の有効利用（リグニンを活用した自動車バンパー等）、

脱プラスチック（バイオプラスチック、セルロースナノファイバー、石灰石を使ったプラ
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スチック等）を重点的に支援と判断したのは、ベンチャーキャピタルへのヒアリング時に、

これらの市場が有望と捉えられたことに基づく。小型バイオガス発電・熱供給（脱水・乾

燥等の前処理を含む）を重点的に支援と判断したのは、バイオマス利用の専門家へのヒア

リング時に、この市場が有望と捉えられたことに基づく。 

 

（２）支援すべきビジネス領域 

「原則、ＢｔｏＢの環境ビジネスを対象とする」、としているのは、環境ビジネス事業者

の支援を通じて、関東管内の工場や事業所等における環境対策、環境負荷低減を進めてい

くことが重要であると考えていることに基づく。 

 

３．支援すべき担い手 

当初、支援すべき担い手として、既存の環境ビジネス事業者、環境系のベンチャー企業、

地域のものづくり中堅中小企業、AI,IoT やロボット等の共通基盤的技術を有する企業を想

定していた。 

アンケート調査や、川崎国際環境技術展への出展企業や企業ヒアリングを通じて、既存

の環境ビジネス事業者の中には、関東経済産業局の各種支援を期待する意見が多くみられ

ることを確認したため、既存の環境ビジネス事業者を支援対象とした。 

地域のものづくり中堅中小企業については、アンケート調査を通じて、一部の事業者は

既に環境ビジネスに取組んでいることを確認したが、大半の事業者は、現在も今後も環境

ビジネスに取組む意向を有していないことが確認されたため、既に環境ビジネスに取組ん

でいる地域のものづくり中堅中小企業は、既存の環境ビジネス事業者に含め、残りの地域

のものづくり中堅中小企業については、支援対象としなくてはよいという整理を行った。 

また、アンケート調査から、既存環境ビジネスにおける AI、IoT の導入状況は今後、自

立的に進展していくことが予想され、特段、AI、IoTやロボット等の共通基盤的技術を有す

る企業等のマッチングに困っている状況も見受けられないことから、AI、IoT やロボット等

の共通基盤的技術を有する企業等の環境ビジネスへの進出を支援する必要性は低いと判断

した。ただし、ＩＣＴベンチャー企業による環境ビジネス進出の動きがみられるため、ベ

ンチャー企業（環境系、ＩＣＴ）を、支援すべき担い手とした。 

 

４．効果的な支援のあり方、効果的な支援の手法 

（１）支援すべき分野の一層の情報収集 

 環境ビジネスの支援を行っている支援機関、業界団体の支援との連携や棲み分けを通じ

て、効果的な支援を行っていくことが望ましいことから、本年度事業で把握できなかった

支援機関、業界団体へのヒアリング調査を行い、支援すべき分野や当該分野への支援手法

の精査を行う必要があると判断した。例えば、環境ビジネス事業者のビジネスモデル構築

支援も行っていけたらよいのではないかと考えているが、現在、どのような支援機関があ

り、環境ビジネス事業者の支援実績がどのような状況か等の情報収集も図る必要があると
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考えている。 

 

（２）社会実証型支援モデルケース事業の推進 

 有識者へのヒアリング時に、「新しいビジネスモデルについての実証をやらせ、競わせる

というやり方が考えられる。（NEDO のやり方に近い。）そして、実証結果の良好なものを全

国に横展開していくことが望ましい。」とのコメントを得たことが、社会実証型支援モデル

ケース事業の推進を挙げた根拠である。 

 関東経済産業局が、社会実証型支援モデルケース事業を推進する際に、広域関東圏の地

域活性化に寄与することが望ましいと考え、対象事業者として、「地域の環境保全・環境負

荷低減に資するビジネスの事業化を目指している事業者もしくは、重点支援分野（ケミカ

ルリサイクル、プラスチックの選別（ソーティング）、小型バイオガス発電・熱供給（脱水・

乾燥等の前処理を含む））を対象にしている事業者」とした。ケミカルリサイクル、プラス

チックの選別（ソーティング）、小型バイオガス発電・熱供給（脱水・乾燥等の前処理を含

む）は、いずれも、地域からの原料供給が必要とされる分野であるため、重点支援分野の

中から、これらの分野を選定した。 

 

（３）環境関連展示会への出展支援 

 既存環境ビジネス事業者へのアンケート調査から、川崎国際環境技術展への出展ニーズ

を有する管内企業は相当数あることが確認されたため、引き続き、川崎国際環境技術展へ

の出展支援を行うこととした。 

また、企業ヒアリングで、ＢｔｏＢのビジネスマッチングに有効な他の環境関連展示会

への出展支援ニーズが出されたことから、「ＢｔｏＢのビジネスマッチングに有効な他の環

境関連展示会への出展支援も検討する。」との記載を加えた。 

 

（４）専門家派遣事業の専門家の発掘、支援対象企業への派遣 

支援すべきビジネス領域のところでも述べたように、環境ビジネス事業者の支援を通じ

て、関東管内の工場や事業所等における環境対策、環境負荷低減を進めていくことが重要

であると考えているため、環境ビジネス事業者支援と専門家派遣事業を連携させることは

有意義であると考え、記載した。 
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参考１：環境ビジネスへの支援のあり方（有識者へのヒアリング調査結果） 

 

 環境ビジネスへの支援のあり方として、産業公害防止分野であれば、日本国内ではなく

海外展開支援を行うことが望ましく、メンテナンスフリーの商品開発もしくはメンテナン

ス支援を含めたビジネスモデルづくりの支援を行っていく必要があるとの見解が出された。 

 プラスチックリサイクルを含むリサイクル分野に関しては、素材ごとの戦略マップを作

成するとよいとの見解が出された。 

 バイオマス利用に関しては、低品位のバイオマス資源を効率的に利用する技術の開発を

化学系とプラント系が連携して進める必要があるとの見解が出された。 

 また、新しい社会システムの創出につながるビジネスモデルの実証を行わせ、競わせる

ことも行うとよいとの見解が出された。 

 

環境ビジネスへの支援のあり方（有識者へのヒアリング調査結果） 

〇学識経験者Ａ 

・バイオマス資源で低品位のものを利用するためには前処理に多量のエネルギーを要する

問題がある。そのため、低品位のバイオマス資源を効率的に利用する技術の開発が課題。

化学系の人間だけでは解決できないため、プラント系の人間と連携して取組む必要があ

る。 

・バイオマス利用に関しては、パリ協定に基づき、わが国の 2030年度の温室効果ガスの排

出を 2013年度の水準から 26％削減することが目標として定められていることもあり、パ

リ協定の順守に向け、石油化学的に考えていくことが必要である。 

・ものづくり企業は、生き残りをかけて、環境ビジネスとのマッチング、環境技術との組

合せを志向していくよう、支援していく必要がある。 

・伝統的な環境対策分野（大気汚染防止対策、水質汚濁防止対策等）で成長を目指すので

あれば、日本国内ではなく、世界に目を向けるべき。東南アジア、アフリカ等にマーケ

ットはあるのではないか。 

・海外に環境ビジネスを展開していく際に、環境装置を海外に売る発想ではうまくいかな

いのではないか。メンテナンスフリーの商品開発もしくは、メンテナンス支援を含めた

ビジネスモデルを考える必要がある。 

 

〇有識者Ｂ 

・新しいビジネスモデルについての実証をやらせ、競わせるというやり方が考えられる。

（NEDOのやり方に近い。）そして、実証結果の良好なものを全国に横展開していくことが

望ましい。 

・リサイクル分野に関しては、素材ごとの戦略マップがあるとよいのではないか。これに

より、上流からシーズを引き出すことが可能になる。 
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参考２：環境ビジネスへの支援のあり方（ベンチャーキャピタルヒアリング調査結果） 

 

環境系のベンチャービジネスへの支援策として、関東経済産業局に期待することとして、

以下のものが挙げられた。 

・ベンチャー企業の成長段階に応じた経営者づくり 

・プロジェクトマネジメント能力の向上 

・ビジネスモデルづくりへの支援 

 

①ベンチャー企業の成長段階に応じた経営者づくり 

シード・アーリー段階の CEO、CFOが米国にはいるものの、わが国には、この段階の CEO、

CFOが不在である。また、わが国ではサービス業、小売業にプロ経営者がいるものの、もの

づくり企業にはプロ経営者がいない。ものづくり系ベンチャー企業の成長段階に応じた経

営者作りが課題である。 

 

②プロジェクトマネジメント能力の向上 

分散型の水処理装置に太陽光パネルや蓄電池を組合せた装置を大手企業が開発し、海外

に販売したことがあったが、盗まれてしまうという問題が発生したことがある。ただし、

タイの秘境等、アジア諸国の無電化地域への同様の製品販売は有望であろう。 

ベンチャー企業で同様の装置を開発、海外に販売していく場合には、複数の企業の連携

をコーディネートするプロジェクトマネジメント能力を有するプロジェクトマネジャーが

必要となる。大手企業でもプロジェクトマネジャーが不在の場合が多く、現状は商社にし

かプロジェクトマネジャーが存在しない。 

ベンチャー企業におけるプロジェクトマネジャーの育成、プロジェクトマネジメントの

能力の向上が課題である。 

 

③ビジネスモデルづくりへの支援 

日本は、米国やイスラエルと比較してビジネスモデルづくりが弱い。小さくまとまった

ビジネスモデルしか作れないのが実態である。 

関東経済産業局がビジネスモデルを提示し、当該ビジネスモデルへの参画を希望するベ

ンチャー企業に対し、ビジネスモデルのどの部分までを対応できるかを聞き、その他の部

分を大手企業等に担当させる等のプロジェクトのとりまとめを行う人材・組織を連れてき

て、実際に稼働可能なビジネスモデルとして完成させることに取組んでほしい。 

 


