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はじめに 

 

我が国の環境ビジネスは、日本の産業公害問題を克服する過程で成長して参りましたが、 

２１世紀に入り、ビジネスのグローバリゼーションに伴いその活躍の場を海外にも展開しています。 

 特に、急激な経済発展を遂げるアジア地域では、大気汚染、水質汚濁等さまざまな種類の産業公

害が顕在化し、深刻な環境問題となっております。 

そのような状況において、我が国の優れた環境ビジネスがアジアを中心とする国々の環境問題の

改善、解決に大きな役割を果たすことが期待されます。 

昨年開催されたＣＯＰ２１において、「パリ協定」が採択され、「京都議定書」に代わる、２０

２０年以降の温室効果ガス排出削減等のための新たな国際枠組みが形成され、すべての国が参加す

る公平な合意が歴史上はじめて行われました。その中では、主要排出国を含む全ての国が削減目標

を 5年ごとに提出・更新することやイノベーションの重要性が位置づけられております。 

こうした中、関東経済産業局では、平成２７年度「広域関東圏における産業公害防止等技術を活

用した海外展開可能性調査」を実施し、中小企業者等がアジアを中心とする海外展開を行う際の経

緯・課題等の調査を行いました。具体的には、昨年度実施した広域関東圏における産業公害防止等

技術を有する事業者を対象とした海外展開の実態調査の結果より、アジアでのビジネス展開を意欲

的に進めている企業を抽出して、海外進出のきっかけや課題克服から進出までに至る各社の取組に

ついて事例集としてとりまとめました。 

本事例集が、東南アジアを中心とする海外で事業展開している中小企業の皆様や今後の海外展開

を目指している中小企業の皆様、さらに中小企業を支援している関係機関の皆様にとって、有意義

な情報となることを期待しております。 

最後に、本事例集作成にあたり多くの関係者の皆様から格別のご支援・ご協力を賜りましたこと

に御礼申し上げます。 

 

 

平 成 ２ ８ 年 ３ 月 

関 東 経 済 産 業 局 

環境・リサイクル課 
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●国際的な環境管理の流れにのる 

ISO14000シリーズの認証取得など、環境保全活動に自主的に取り組むことが社会的責任として 

求められる産業界では、今後も「薬品をできる限り使用しない」方向へと向かっていくとの判 

断から、環境への負荷を低減する薬品不使用の電気分解排水処理装置を開発したこと。 

●経営者が相手を「見る目」を持っていること 

中国等からの引き合いは多いが、怪しいと感じる話が多い。慎重に相手を調査することが必要 

であるが、重要なのは、経営者が相手を「見る目」を持っていること。 

 

株式会社イガデン 

 ～環境保全・CO2削減を考慮した最適な排水処理装置の提案～ 

代 表 MANAGING DIRECTOR 五十嵐 武士 

所 在 地 茨城県常総市篠山 78-4 

電話番号 0297-42-6372 

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.igaden.com 

設 立 昭和 51年 

資 本 金 1,000万円 

従 業 員 5 名 

事業概要 排水処理装置、除菌・洗浄水生成装置、オゾンによる殺菌浄化装置、放射性セシウ

ム除染装置、プリント基板自動検査装置等の企画・設計・製作・販売 

・クーリングタワー循環水処理装置 

・高効率電気分解による排水処理装置 

・電解アルカリ洗浄水生成装置 など 

●海外への参入形態 

輸出プラントの付属装置として 

●進出国 

中国、フィリピン、マレーシア、シンガポール、インドネシア 

●海外拠点 

なし 

企業概要 

環境ビジネスの海外展開 基本情報 

環境ビジネスの海外展開 ポイント 
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●信頼のできる現地パートナーを得る 

信頼のできるローカル企業を見つけることが非常に重要である。日本の商社の現地代理店を使 

う場合に、気をつけなければならないのは、出張ベースで対応するような代理店ではうまくい 

かないということ。現地に根付き、インフラを備えた現地代理店でなければ、手厚いサポート 

は望めない。 

 

１．海外展開している製品・サービスの内容と特徴 

創業当初は電機機器のメンテナンスや計測機器の開発を行い、平成 6 年にはシンガポールに現

地法人を設立したが、アジア通貨危機を経て方向転換、以後環境分野に注力し開発に取り組んで

いる。 

主力製品の一つは、「電気分解排水処理装置（MICRO WATER SYSTEM）」。現在、薬剤による排水

処理が主流であるが、電気分解により無薬品で処理ができるため、環境への負荷を抑えられるの

が特徴。また、析出したシリカが配管へ付着するのを防止する機能があるため、配管がつまるこ

とがなく、他の水処理方法と比較してエネルギー効率が高い。有機物分離処理、油排水処理とい

った産業用・工業用として利用さ

れるほか、富栄養化湖沼水の浄化

処理、殺藻処理といった自然環境

保全にも利用されている。 

また、MICRO WATER SYSTEM を活

用した「クーリングタワー循環水

処理装置」も主力製品の一つだ。

クーリングタワー循環水に含まれ

るシリカやスケール（カルシウム

やマグネシウムなどの堆積物）を

無薬品で析出、分離・回収する。

配管内へのシリカの付着を防ぎ、

赤さびの除去・防錆や藻の抑制効

果もある。 

さらに、「電解アルカリ洗浄水生成装置」は食品加工の生産ライン・調理器具・燻製室清掃に

利用され、洗剤に代わる洗浄水として実績を伸ばしている。 

同社の製品は主に、日本の大手企業の海外進出に伴って、その企業の建設するプラントの付属

装置として中国やフィリピン、マレーシアで使用されてきた。 

 

２．海外展開の概要 

（１）海外展開のきっかけと経緯 

海外、主に東南アジアからの引き合いは多く、また、日本の商社からの打診、国の支援機関や

自治体からのアドバイスなど、海外展開のきっかけは数多い。 

その中で最もうまくいくのが、日本の企業が海外進出をする際に、同社の商材をプラントの一

部に組み込み一緒に海外に出ていく形態。 

排水処理装置 
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直近では、JICAのフィリピンにおける展示会に代理店が出展したところ、台湾商社及び中国国

営商社から販売希望があり、現在調整中である。 

ISO14000シリーズの認証取得など、環境保全活動に自主的に取り組むことが社会的責任として

求められる産業界では、今後も「薬品をできる限り使用しない」方向へと向かっていく。同社の

製品はこれからもその流れにうまく乗っていくことが期待できる。 
 

（２）事業参入・継続にあたっての問題・課題及び解決策など 

前述のとおり、中国等からの引き合いは多いが、怪しいと感じる話が相当に多い。国の支援機

関等の事業を通して紹介された企業についても、よくよく調査したところ、実態のない企業だっ

たという事もあった。慎重に相手を調査することが必要であるが、重要なのは、経営者が相手を

「見る目」を持っていること。 

現地企業を営業等で活用する場合、支払いは全てキャッシュで行っている。そして受注時に半

額、製品渡し時に残り半額を支払うという方法をとっている。 

また、東南アジア諸国についても、同様に注意が必要。日本の商習慣は通用しないため、その

国の常識をよく学ぶ事が重要である。 

なお五十嵐 MANAGING DIRECTOR は、大手電機メーカーを退職し自ら創業した後、前職の人脈

をフルに活用し人的ネットワークを構築すると共に、アジアの国々を自ら歩き回り、現地の事情

に精通するべく努め、「見る目」を培っていった。 
 

（３）関係機関等との連携・人的ネットワーク等 

水ビジネスに進出した当時、開発した電気分解による水処理技術を、筑波大学の TARA センタ

ー（現・生命領域学際研究センター）へ持ち込み共同研究に漕ぎつけたほか、その後も、茨城県

の湖沼浄化プロジェクトへの参画、茨城県工業技術センターとの共同研究、産業技術総合研究所

での実証試験、環境省・経済産業省・国土交通省といった国の事業への参画等、関係機関との連

携に積極的に取り組んだ。 

海外事業については JETRO や JICA を活用している。また、現地で事業を行うにあたっては、

現地パートナーとなる国内又は現地商社が重要となる。現地で製品を販売するにあたり、①理想

としては現地法人を作るのが良い。②それができない場合、現地商社をパートナーとするのが望

ましい。信頼のできるローカル企業を見つけることは非常に重要である。③日本の商社の現地代

理店を使う場合、気をつけなければならないのは、出張ベースで対応するような代理店ではうま

くいかないということ。現地に根付き、インフラを備えた現地代理店でなければ、手厚いサポー

トは望めない。 

ちなみに、計測機器の開発・製造を事業の柱に、シンガポールに現地法人を設立した平成 6 年

当時は、シンガポール政府が日本の技術の導入を推進していた。日本の大手工作機械メーカーが

繋ぎをしてくれた事もあり、EDB（Economic Development Bureau（経済開発庁）：シンガポール

政府の機関）から手厚い待遇を受け、税制上の優遇もあり、こちらの要望に見合った工場や人材

を探し紹介してくれるなど、非常に事業を推進しやすい環境を提供してもらえた。進出国の政府

機関と良好な関係を構築することも、良い事業環境を整えるという点で重要である。 
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法人番号：5011001043734 

 

 

 

 

 

●独自技術で環境負荷の少ない複合新素材を開発 

紙をすりつぶし微細なパウダーにすることで、紙と合成樹脂との複合新素材を開発。この独自 

技術により、米大手樹脂メーカー及び韓国製紙メーカーとの合弁事業に至った。 

●支援機関等の積極的活用 

国内では、国の支援事業や支援機関、金融機関、商工会議所等を積極的に活用。海外では、現 

地の日本総領事館が、人的ネットワーク構築に大いに役立った。また、海外企業との契約締結 

には、現地の法律に詳しい公正な現地弁護士の起用が重要であるが、それについては現地の支 

援機関から推薦を受けた。 

 

株式会社環境経営総合研究所 

 ～環境負荷低減で海外から高い評価の『紙パウダー入り複合新素材』～ 

代 表 代表取締役社長 松下 敬通 

所 在 地 東京都渋谷区南平台 16-29 グリーン南平台ビル 2階 

電話番号 03-5428-3123（代表） 

Ｕ Ｒ Ｌ http://ecobioplastics.jp/ 

設 立 平成 8年（創業：平成 10年） 

資 本 金 4 億 7,000万円 

従 業 員 181名 

事業概要 紙パウダーと合成樹脂の混成成形ペレット、混成ペレットを成形した各種プラスチッ

ク代替製品（紙製製品）、紙パウダー・工業用澱粉・合成樹脂を混練・発泡させた発

泡断熱材・緩衝材等の製造および販売、古紙・廃プラスチック・有機物廃材の再利用

に関する調査・研究事業、バイオマス資源利活用施設整備事業の総合企画事業 など 

●海外への参入形態 

合弁会社設立 

●進出国 

米国、韓国 

●海外拠点 

米国（製造工場）、韓国（製造工場） 

企業概要 

環境ビジネスの海外展開 基本情報 

環境ビジネスの海外展開 ポイント 
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●優良な現地パートナーの獲得 

優良な現地パートナーを見つけるために、現地の大きな展示会や国際的な会議、研究会等に積 

極的に参加。 現地の「一流企業」をパートナーとすることが重要。 

●海外経験の豊富な OB 人材の活用 

海外事業経験のある、OB 人材を積極的に活用。 

 

１．海外展開している製品・サービスの内容と特徴 

主力製品は紙と合成樹脂を混練し

た複合新素材『MAPKA』。紙と合成樹

脂を混ぜ合わせるのは非常に難しく、

世界でも例がなかったが、当社は、

紙をすりつぶし乾式で微細な紙パウ

ダーにすることで世界初の素材を生

み出した。この複合新素材の主原料

はあくまで「紙」。焼却時にダイオキ

シンなどの有害ガスを発生しないほ

か、CO2排出量も汎用プラスチックに

比べ約 3 割少ない。現在、プラスチ

ック代替品として食品トレー等様々

な製品に利用されている。 

また、紙と工業澱粉、合成樹脂を

混練し発泡・成形した『 earth 

republic』は高い環境性能を有する

緩衝材、断熱材等として、環境規制の進む EU向けなど、急速に需要が拡大している。 

創業当時、金融関連業界から転身し、環境ベンチャーの育成を目的に当社を設立した松下社長

は、第一号案件で詐欺に遭った。残された一つの特許を何とか形にしようと、ものづくりの道へ

進んだものの、最初は、試行錯誤の繰り返しだった。「人間、腹をくくったらできない事はない」

と、社長自らが学び邁進してたどり着いたのが、新素材開発の成功であった。 

 

２．海外展開の概要 

（１）海外展開のきっかけと経緯 

当社の独自技術に関心を持った海外の企業・団体等から多くのレターが寄せられる中、合成樹

脂関連の国際団体(米)からバイオプラスチックについての講演依頼を受け、松下社長が講演を行

ったところ、非常に大きな反響があり、それがきっかけで米大手樹脂メーカーの専務が当社を訪

問、その後、その米国企業及び国内大手家電メーカーとの合弁会社を平成 24 年に設立するに至

った。米工場では、『MAPKA』の原料を製造している。 

また、韓国は、日本よりも人件費・光熱費が安く製造原価が抑えられる。そのため、量産品に

ついては韓国で製造している。平成 26 年には、韓国製紙メーカーからの直接オファーをきっか

けに合弁事業を開始、韓国工場で製造した製品を日本マーケットに投入している。 

MAPKA工場 

マプカ製品 アースリパブリック製品 
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（２）事業参入・継続にあたっての問題・課題及び解決策など 

米国での合弁会社設立時に最も苦労したのは、米大手樹脂メーカーとの事業契約。始めは、日

本人の国際弁護士に契約を依頼したが、結果として当社に不利な契約となってしまった。そこで、

松下社長自ら州法を徹底的に調べ、直接米社に出向き、不利な契約を是正するために一つ一つ交

渉を行った経緯がある。その後、日本人はリーガルが弱いと感じ、米州の企業支援機関から推薦

を受けた米国の弁護士を起用することとした。 

米国での経験を通じ、現地の法律（特に商取引、立地にからむもの）を事前によく確認してお

くこと、そして、現地の弁護士を選定しておくことの必要性を痛感した。海外において、日本人

が現地の法律のもとに対等な事業契約を結ぶのは難しい。現地企業は自社に有利となるような仕

組み（地元のバックアップを含む）を構築しており、それに対抗するためには、現地の法律に詳

しい公正な現地弁護士を立てるのが有効な手段である。 

一方、韓国での経験はまた異なる。韓国の中小企業では、会社の金を公私混同して使ってしま

うことが多々あり、当社も出資した韓国企業とトラブルを経験している。そのため、現在では取

引先に対し 1 年ごとに外部監査を行い、問題があれば速やかに引き上げる慎重さを持って事業を

行っている。 

 

（３）関係機関等との連携・人的ネットワーク等 

技術開発段階においては、国の支援事業ほか、国内の支援機関、金融機関、商工会議所等を、

あらゆる機会を通じ積極的に活用してきた。 

米国での事業を進める上で非常に有効と感じたのは、現地の日本総領事館である。日本からの

進出企業のサポートに積極的であり、米国政府や国連機関の要人とのネットワークが大いに役に

立った。 

JETRO によるサポートは、事前準備の段階から、海外展示会への出展といった現地マッチング

の段階までと理解しておく必要がある。マッチング後は、自ら情報を入手していかなければなら

ないため、現地の優良なパートナーを見つけることがポイントとなる。その時注意しなければな

らないのは、一流企業をパートナーに選定することであり、中小企業やベンチャー企業等はどう

してもリスクが高いと認識しておくべき。また、優良なパートナーを見つけるためには、現地の

大きな展示会や国際的な会議、研究会等に積極的に出て行くことが必要である。 

また、現地調査会社を使い現地企業の信用調査を実施している他、秘密保持契約（NDA）を締

結し、企業から直接情報を入手している。公開情報は信用せず、信頼のできる情報を自ら金と時

間をかけ入手している。相手を選ぶ際には、他に対し自ら様々な働きかけをするような、行動力

のある企業・人物かどうかを見極めることが大切。 

進出の準備段階においては、マネージャー人材の選定が重要なポイントとなる。現地で工場等

を設立した経験のある、現場をよく知っている人物が適任である。当社は、商工会議所等を通じ、

海外事業経験のある OB 人材を積極的に活用している。団塊の世代には、大手企業において大き

な海外プロジェクトを立ち上げたような人材がおり、その経験を活かし非常に良く活躍している。 
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法人番号：9030001020250 

 

 

 

 

 

●ディーゼル黒煙除去装置はアジアで高いニーズあり 

長寿命でほぼメンテナンスフリー、どんな車両や建設機械でも後付けが可能な当社のディーゼ 

ル黒煙除去装置（DPF）はアジアからの引き合いが多数。 

●「言葉の壁」が課題 

引き合いは多いものの、コミュニケーションの問題で取引が続かないケースがあった。 

●中国では製品コピーに注意が必要 

日本企業の現地子会社の販売店（中国資本企業）へ装置を販売し、搭載指導を行ったところ製 

品をコピーされ、中国において特許を取得されてしまった。 

 

株式会社コモテック 

 ～ディーゼルエンジンの排ガス低減技術で海外のニーズを捉える～ 

代 表 代表取締役 小森 正憲 

所 在 地 埼玉県春日部市南栄町 13-17 

電話番号 048-797-7197 

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.comotec.co.jp/ 

設 立 平成 8年 

資 本 金 1,000万円 

従 業 員 7 名 

事業概要 ディーゼルエンジンの排ガス低減装置の設計・開発・製造ならびに販売 

・外部電源式ディーゼル黒煙除去装置（モコビーZK） 

・カセット式ディーゼル黒煙除去装置（モコビーCT、モコビーCTB） 

・発電機用ディーゼル黒煙除去装置（モコキューブ CTE） など 

●海外への参入形態 

製品輸出 

●進出国 

中国、モンゴル（準備中） 

●海外拠点 

なし 

企業概要 

環境ビジネスの海外展開 基本情報 

環境ビジネスの海外展開 ポイント 
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●JICA の「中小企業海外展開支援事業」が大きな転機に 

JICA の「ウランバートル市大気汚染対策能力強化プロジェクト」をきっかけに、過去に言葉の 

問題で疎遠になってしまっていたモンゴルの企業と再び連携することができた。 

 

１．海外展開している製品・サービスの内容と特徴 

当社が展開するディーゼル車の黒煙除去装置「モコビーCT」シリーズは、「セラミックフィル

タ」と「ヒータ」のダブル機能により高い黒煙除去率と PM 除去率を実現している。ススを捕集

する「DPF 本体（フィルタケースと SiC（炭化ケイ素）カセットフィルタ）」、「圧力計」、外部電

源を使用し、フィルターに溜まっ

たススを燃やす「再生装置」の 3

つからなるシンプル構造で、ユー

ザーが簡単にできるフィルターの

再生以外は、ほぼメンテナンスフ

リーである。 

その大きな特徴は、世界トップ

ブランド製の高性能セラミックフ

ィルタを、エンジン停止後にいっ

たん取り外し再生処理することで、

繰り返し半永久的に使用できるこ

と。これは、小森社長が大手トラ

ックメーカーで DPF の開発をして

いた頃から考えていたことだった。また、どんな車両や建設機械でも後付けが可能な点も、特徴

のひとつだ。 

国内では多くの車両搭載実績を有し、現在は一般車両だけでなく、非常用発電機、建設機械、

フォークリフトなどを中心に販路を拡大し、建設機械専用の「モコビーDPF」のレンタルも行っ

ている。 
 

２．海外展開の概要 

（１）海外展開のきっかけと経緯 

平成 27 年 7 月、JICA の「中小企業海外展開支援事業～案件化調査～」において当社の「ウラ

ンバートル市のディーゼル路線バスの DPF（黒煙除去フィルタ）による黒煙低減案件化調査」が

採択された。 

もともとのきっかけは、その 5 年前にモンゴルのバス製造企業社長が、日本の「中小企業展」

に出展していた当社のブースを見学に来たこと。見積もり依頼等で何度かやり取りをしたものの、

言葉の壁、コミュニケーションの問題から疎遠になってしまった。その後、平成 24 年と平成 26

年に JICAの「ウランバートル市大気汚染対策能力強化プロジェクト」の一環として、モンゴルか

ら来日していた行政研修団へ講義をする機会があり、モコビーについての説明とデモンストレー

ションを実施したところ、参加者から非常に強い関心が寄せられた。その後間もなく、日本の大

学に留学経験のある、モンゴル企業の社長から、日本語で書かれた熱意あるメールを受け取った。

モコビーCTシリーズのシステム構成 
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言葉の壁が解消されてからは、JICA の働きかけもあり、順調に話が進み案件化調査への採択につ

ながった。 

モンゴルでは、冬の外気温が-20～-30℃のため窓を開けられず、密閉された建屋内でディーゼ

ル車を駆動している。それゆえ、室内は排気ガス中の黒煙が充満し、過酷な作業環境となってい

る。モンゴルでは軽油の硫黄含有量は 2000ppm と高く（日本は 10ppm）、触媒式の排ガス処理装置

は触媒の硫黄被毒による活性低下が生じ、うまく機能しない。そのため、モンゴルにおいて「モ

コビーDPF」への期待は大きい。 
 

（２）事業参入・継続にあたっての問題・課題及び解決策など 

海外からの引き合いは多いが、なかなか成功には結びついていない。事例としては、以下のと

おり。 

・中国 

日本の大手フォークリフトメーカーの上海子会社の販売店（中国資本の会社）から、DPF

搭載のオファーがあった。その販売会社に搭載にかかる指導を行ったところ、製品をコピ

ーされ、中国で特許を出願されてしまった。何か手を打てないかと、いろいろなところに

相談をしたが、結局どうすることもできなかった。 

・中国 

日本人の紹介で、中国企業と取引を始めたが、政府の汚職対策で役人の動きがダウンした

ため、取引も止まってしまった。 

・タイ 

展示会に出展し市場調査をしたところ、タイでは価格を上乗せしてまで DPF を搭載しよう

という意識は薄いが、ニーズがないわけではないことが分かった。いくつかの案件のうち、

日本語の通じる会社（社長のオーストラリア人の夫が日本で英会話を教えていた経験があ

った）との取引を進めようとしたが、その会社の内紛により話は立ち消えとなった。 

・マレーシア 

日本のトラックメーカーのマレーシア法人から相談案件あり。マレーシアからシンガポー

ルへ製品を輸送する場合、シンガポールの規制はマレーシアよりも厳しいため、シンガポ

ールに入国するには規制をクリアできる DPFを搭載することが必要とのこと。日本の商社

が輸送費を負担し、当社が「モコビー」の負担をする条件で、現地での稼動試験の計画を

進めていたが、マレーシアの景気後退のあおりを受け、計画がストップしてしまった。 

・インド 

インドの商社から、山岳鉄道の機関車が自然遺産の中を走行するため、黒煙対策をしたい

と相談を受けたが、コミュニケーションの問題により取引が止まってしまった。 

 

（３）関係機関等との連携・人的ネットワーク等 

「言葉の壁」により、ニーズがあっても取引が進まない事が多々あった。人材確保が課題であ

るが、人件費の負担は大きいため、公的機関の通訳サービス等の活用を検討していきたい。 

また、海外における納入後のクレーム対応が課題となっている。モンゴルのケースでは、JICA

の研修所などを活用し、日本でユーザーの研修をすることを考えている。
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法人番号：2010001017734 

 

 

 

 

 

 

 

 

サンテクノ株式会社 

 ～電気集塵機における多くの国内実績と高い評価で海外へ～ 

代 表 代表取締役社長 吉野 孝典 

所 在 地 東京都千代田区神田松永町 16 横川ビル 7F 

電話番号 03-3252-9271 

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.suntechno-inc.co.jp 

設 立 昭和 49年 

資 本 金 4,100万円 

従 業 員 13名 

事業概要 工業用・産業用の大型湿式・乾式電気集塵機の製造・販売 

オイルミストコレクター、慣性衝突捕集装置、白煙処理装置、油水分離装置等の製造・

販売 

●海外への参入形態 

装置の直接輸出 

●進出国 

タイ 

●海外拠点 

なし 

●現地の日系企業からの直接オファー 

日本国内で多くの実績があるため、海外進出した日系企業から直接オファーを受けた。その後 

も、口コミにより現地の顧客拡大。 

●現地パートナー企業との信頼関係構築 

現地工場・営業所を持っていないため、現地パートナー企業とよりよい協力関係を構築し、新 

規顧客の発掘と販売促進のための技術支援を行うことにより、現地での営業ルートを開拓して 

いる。 

企業概要 

環境ビジネスの海外展開 基本情報 

環境ビジネスの海外展開 ポイント 
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１．海外展開している製品・サービスの内容と特徴 

当社の主力製品は、工業用・産業用の大型

電気集塵機。使用される工場の環境やダスト

の種類・量などにより 3 つのタイプを提供し

ている。 

一つ目は、ハイブリッド湿式電気集塵機と

呼ばれ、主にスクラップ工場や廃車シュレッ

ダー工場、製鉄所で使用されている。これは、

溜水式のスクラバー部に排気をとおし、水と

激しく接触させることでダスト処理を行っ

た上で電気集塵を行うもので、2 つの処理部

で油や金属粒子、紙やプラスチックといった

幅広い種類のダストを確実に捕集すること

ができる。 

二つ目は、サンテクノ式湿式電気集塵機と

呼ばれ、主に壁紙製造工場や防水布製造工場

で使用されている。油や金属粒子といったダ

ストは放電極より負の電子を付与され集塵

極に集められ、運転停止後両方の極を噴霧洗

浄している。なお、洗浄水は浄化し、循環し

て使用している。 

三つ目は、サンテクノ式乾式電気集塵機と

呼ばれ、主に木くず焚きボイラーや焼却炉において木くずや焼却灰の捕集に用いられる。水を使

用しないタイプで水処理設備が不要なうえ、湿式に

比べダストの取扱いも容易。いずれも、各現場にお

いて高い集塵効率を発揮できるよう、顧客のニーズ

に合わせカスタマイズ対応しているのが当社の製品

の特徴。集塵効率は最大 99％である。また、フィル

ターを使用していないため、フィルター交換といっ

たメンテナンスコストや手間が抑えられる。 

海外市場については、自動車メーカーなどから発

生する鉄くずを破砕処理しているリサイクル企業を

ターゲットに、破砕処理時に発生する油や鉄粒子を

捕集する湿式電気集塵機を輸出している。 

 

２．海外展開の概要 

（１）海外展開のきっかけと経緯 

直接的に輸出・販売を行っているのはタイ国。進

出のきっかけとしては、国内自動車メーカーに追随

電気集塵機 

スーパーヒューマー 
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しタイへ進出した日系企業からの直接オファーによる。もともと、この日系企業は現地工場にお

いて簡易な集塵装置を製作し運転していたが、工場周辺の住民からの苦情が増えたため、技術支

援を受けていた別の日系企業に相談したところ、その企業が当社の集塵機のユーザーであったこ

とから、当社製品を紹介されたもの。 

現在、市場環境については主にユーザー企業から情報を収集しており、現地の日系企業間の口

コミや紹介により顧客を開拓している。 

自動車メーカーの進出を受け、タイへ進出する鉄リサイクル企業は増えており、また、タイ国

内での環境意識が高まってきたことから、電気集塵機のような高性能集塵機の需要は高まってい

ると感じている。ただ、タイでは高性能集塵機についてあまり知られておらず、日系企業間の口

コミや紹介により少しずつ広まっているのが現状。 

なお、タイ以外の国については、基本的には、商社経由でプラントメーカーの海外プラントに

組み込む形で進出している。 

 

（２）事業参入・継続にあたっての問題・課題及び解決策など 

現地において装置の組み立て・製作を行っている。現地に自社の製作工場を持っていないため、

社員を派遣し、現地企業を指導しながら製作することとなるが、まず、工期に対する見積もりが

日本とは異なる。日本では 2週間で終了する作業が、気候や工程管理上の理由により、3～4 週間

かかってしまう。 

また、現地組立品の品質管理や工程管理、図面管理等に苦労した。しかし、現地に工場・営業

所を設置し社員を駐在させるのは、コストがかかりすぎるため現実的ではない。 

苦労はするが、現地企業とより良い協力関係を構築し、新規顧客の発掘と販売促進のための技

術支援を行うことにより、現地での営業ルートを開拓していくことが重要となる。 

なお、タイの政治情勢に起因する治安の悪化や為替の変動、そして 2011 年および 2013年の洪

水といった自然災害による日系企業のタイへの進出の鈍化は、やはり事業に影響があった。 

ちなみに、中国から図面の提供依頼や事業提携のオファーがあるが、これらは全て断っている。

技術流出の懸念があるため、中国との事業は、慎重にならざるを得ない。 

 

（３）関係機関等との連携・人的ネットワーク等 

これまで、支援機関を活用したことはないが、今後活用したいと考えている。特に、展示会に

おける外国語による説明サポートといった営業面と言語面の支援は有効と考える。 
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法人番号：4010001079038 

 

 

 

 

 

●ビジネスモデル特許を取得しサービス展開 

独自開発した技術「低電圧荷電凝集法」による液体ろ過装置を用い、顧客の工場まで出張して 

現地で使用済み各種液体類の再生処理を行うサービスを展開。海外においては、国内と同様に 

自社で装置を設置運用するのは、リスクが大きく対応しきれないと判断し、6カ国・地域でビジ 

ネスモデル特許を取得し、FCによる事業展開を図っている。 

●ビジネスモデルの柔軟な転換 

大手企業から誘いを受け進出したが、中国での装置製造事業を通じ、品質等の管理体制が日本 

とは全く異なる事を痛感。この経験が、海外において、装置製造事業から、よりビジネスリス 

クの小さいライセンシングに転換するきっかけとなった。 

 

株式会社ゼオテック 

 ～独自技術による使用済み各種液体類処理の現地出張型ビジネスモデル

で海外へ～ 

代 表 代表取締役社長 井上 雅仁 

所 在 地 東京都中央区日本橋 2-15-3 和孝江戸橋ビル 10階 

電話番号 03-3527-9421 

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.zeotek.jp/index.html 

設 立 昭和 51年 

資 本 金 7,000万円 

従 業 員 12名 

事業概要 「低電圧荷電凝集法」による精密液体ろ過装置、油水分離装置の研究開発と製造販売、

それらを用いた MRS（モバイルリコンディショニングサービス）提供事業（装置を特

殊車両に搭載し顧客先へ赴き、オンサイトにて使用済み各種液体処理を行う、出張型

処理サービス） 

●海外への参入形態 

独自技術サービスの合弁・FCによる事業展開、装置製造 

●進出国 

中国、米国 

●海外拠点 

なし（現在撤退） 

企業概要 

環境ビジネスの海外展開 基本情報 

環境ビジネスの海外展開 ポイント 
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１．海外展開している製品・サービスの内容と特徴 

自動車のクランクシャフト用潤滑油、タービンの軸受け油、部品洗浄液など、部品工場等で日

常的に生じる使用済み油・使用済み液は、通常、産業廃棄物として焼却等の処理をされてきた。

当社の液体ろ過装置は、今まで廃棄処理をされてきた使用済み各種液体を高い純度で再生し、再

利用を可能とすることにより、資源の有効活用はもとより、焼却処理時に発生する CO2の削減に

もつながり、環境負荷の軽減に大いに役立っている。 

使用済み油、液体に混入する金属やごみ、水分等は微小かつ分散しているため、通常のフィル

ターによるろ過法では除去が難しい。また、蒸留方式では多大なエネルギーと時間を要する。こ

れに対し当社の「低電圧荷電凝集法」による液体ろ過装置は、表面電位のため反発し分散してい

る微小な不純物に、交流電圧を与え振動させることで凝集を誘発し、一定の大きさまで粗大化さ

せた上でフィルターにより除去するというもの。高額な高精密フィルターを不要とし、コストと

精製時間を大幅に削減することが可能となった。 

さらに、この荷電凝集法に

よるろ過装置と荷電油水分

離装置、超微小ゴミを除去す

る中空糸膜といったリサイ

クル装置一式を、販売するの

ではなく、専用車両に搭載し、

顧客の工場まで出張して現

地で各種使用済み液体の再

生処理を行うサービスを確

立した。これにより、顧客は

自前でリサイクル装置の設

置・運用・メンテナンスを行

う必要がなくなり、また、必

要な時に、工場の生産設備を

止めることなく処理するこ

ともできる。この出張型サー

ビス「MRS（モバイルリコン

ディショニングサービス）」について、MRS 車両搭載装置として日本で特許を取得している他、ビ

ジネスモデル特許を日本、米国、中国、台湾、韓国、EUにおいて取得している。 

また国内では、直営とフランチャイズによる提供体制を全国主要地域において構築している。 

 

２．海外展開の概要 

（１）海外展開のきっかけと経緯 

当社の荷電凝集法によるろ過技術、油水分離技術といったリサイクル技術には、海外の部品加

工業者からも高い関心が寄せられた。 

平成 25 年には、提携していた日本の自動車メーカーが中国に工場を新設することとなり、そ

れをきっかけに、中国においてろ過装置を製造することを決めた。しかし結果として、当社は多

車両積載型荷電凝集ろ過装置  -MR-60型- 
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額の損失を出し、中国におけるものづくりの難しさを痛感することとなった。その要因の一つと

して、中国製の製品・部品の精度の低さが挙げられる。例えば、日本で調達すれば当然、角度が

90度であるはずの配管のＬ型継ぎ手が正確に 90度ではないため、装置の組み立てに支障が出た。

また、将来的にメンテナンスが必要となるため、専用の継ぎ手を使用すべき箇所を溶接してしま

うなど、設計書・仕様書どおりでない点が多々あり、当初に調達した部品では、最終的に当社が

求めるスペックの装置を完成することが出来なかった。 

 

（２）事業参入・継続にあたっての問題・課題及び解決策など 

中国における装置製造事業を通じ、その商習慣が日本とは全く異なるということを思い知った。 

形式上、企業間で契約を結ぶが、ひとたび問題が生じると会社として責任を取ろうとせず、個

人の問題にすりかえてしまう。実態として、材料や作業者の手配は購買部門の個人が行い、品質

等に関する管理を組織として行う体制にない。従って、責任を追及しようにも、関係者それぞれ

が責任回避の言動に終始し、埒があかなかったが、当社は訴訟も辞さない態度で交渉し、示談と

なった。このようなトラブルを回避するには、権限を持つ者（＝金を握っている個人あるいは組

織）をしっかり抑え、あらかじめ直接交渉をすることが有効であることを学んだ。 

中国では、ビジネスが「個人のネットワーク」で成り立っており、社会的にもいわゆる「袖の

下」がそれなりに機能している、また現地の製造技術は当社が求める程の高いレベルに達してい

ないと感じたことから、現地で装置の製造を続けるのはリスクが高いと判断し、中国での装置製

造事業から撤退した。 

この経験は、ビジネスリスクの小さい事業構造への転換へ結びついた。現在は、6 カ国・地域

で取得しているビジネスモデル特許のライセンシングによる海外展開を進めており、他の東南ア

ジア諸国からも直接打診がきているなど、事業の将来性に期待している。 

 

（３）関係機関等との連携・人的ネットワーク等 

展示会は、JETRO の事業を主に活用している。今後も、JETRO や中小企業基盤整備機構の施策

を積極的に活用していく。 

また、中国における現地代理人として、取引先が起用している日本の中堅専門商社を起用した

が、調整役として適切な機能を果たさなかった。担当者の交渉経験が少なかったか、あるいは、

中堅であるため現地の人員体制が不足していたためか、情勢変化に柔軟に対応することができな

かった。商社を利用する場合は、費用は割高になるかもしれないが、世界を相手にビジネスをし

ている「大手商社」が望ましいと思われる。 

さらに、言葉の問題であるが、現地企業との交渉には、ビジネスに精通し、専門用語に関する

知識も豊富な現地のベテラン通訳が役に立った。大手メーカーが起用している通訳はこのような

点に優れている者が多いので、通訳選定の際には取引先の大手メーカーから紹介を受けるほか、

大手との業務実績があるか確認するとよい。 
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法人番号：9030001062359 

 

 

 

 

 

●土壌と地下水の調査研究用機器分野におけるブランド力 

土壌関連の学会には必ず参加し、ユーザー（研究者）との直接のパイプづくり、ブランド力の 

向上に努めている。国内のブランド力が高いほど、海外にも自然にニーズが拡がっていく。 

また、米国の土壌学会にも参加し、積極的に海外市場開拓に取り組んでいる。 

●海外メーカーの国際展開手法が参考に 

当社には商社部門があり、平成７年にオランダの環境及び農業用調査機器メーカーと日本総代 

理店契約を締結した。オランダは農業先進国であるため、技術的にも、世界展開に対する取り 

組みについても進んでおり、その経営手法が非常に参考になった。 

 

大起理化工業株式会社 

 ～土壌と地下水の調査研究分野におけるブランド力のさらなる向上を目

指す～ 

代 表 代表取締役社長 大石 正行 

所 在 地 埼玉県鴻巣市赤城台 212-8 

電話番号 048-568-2500 

Ｕ Ｒ Ｌ https://daiki.co.jp/ 

設 立 昭和 33年 

資 本 金 2,000万円 

従 業 員 16名 

事業概要 土壌物理性測定器、土壌水分計、地下水測定器、土壌採取機器、地下水採取機器、環

境関連機器製品等の製造、販売。 

他社環境関連機器等の販売代理。 

●海外への参入形態 

製品輸出 

●進出国 

韓国、中国、台湾 （準備中：米国、カナダ、マレーシア） 

●海外拠点 

なし 

企業概要 

環境ビジネスの海外展開 基本情報 

環境ビジネスの海外展開 ポイント 
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●他社にはない、特徴ある製品の開発 

ユーザーの要望に真摯に応え、製品開発に務めることで、新しいシーズが生まれる。大切なの 

は、自社にしかできないものづくりをすること。それが出来て初めて、世界に相手にしてもら 

える。 

 

１．海外展開している製品・サービスの内容と特徴 

土壌と地下水に関する測定及びサンプ

リング機器について、ユーザーのあらゆ

るニーズに応えながら、様々な製品を開

発し続けてきた。現在、自社製品として

は 100種類ほどある。 

理化学機器の修理からスタートした当

社は、昭和 27年当時日本に無かった、土

壌の物理性を定量化する機器（団粒分析

器）の製造依頼を受け開発に成功、開発

した機器は全国の全ての農業試験場に納

められた。現在でも当社の製品の 9 割以

上は学術調査研究用として公設試験研究

機関や大学へ納められており、特に農業

試験場では大起理化工業の名を知らぬ者

はいないと言われている程である。 

現在、当社が扱っている製品のうち、 

6 割弱が農業関連、4 割強が環境関連となっている。海外、特に中国については、環境関連の機

器が伸びている。 

環境関連機器としては、無粉塵型自動粉砕篩分け装置（汚染土壌等、分析用土壌試料の粉砕及

び篩分け装置）、降雨装置（自然状態に近い降雨を再現。自然災害シミュレーションや工業製品

評価に使用）等。 

 

２．海外展開の概要 

（１）海外展開のきっかけと経緯 

国内の研究者が、ODA 等により海外にて技術指導を行う際に、国内で使用していた当社の製品

を海外へ持って行く、あるいは、日本で研究に従事していた外国人研究者が自国へ帰ってから、

日本で使用していた当社の製品を取り寄せるといった事がきっかけで、海外に当社の製品が拡が

っていった。 

最初は日本の商社を通じ販売を行っていたが、10 年程前から直接の取引が増えてきた。 

また、当社には商社部門があり、他社の理化学機器の販売代理も行っている。現在、他社製品

の取扱いは 50 種類ほどになる。平成 7 年にオランダの環境及び農業用調査機器メーカーと日本

総代理店契約を締結したが、その際に英語が堪能な社員を採用した。また、オランダは農業先進

国であるため、技術的にも、世界展開に対する取り組みについても進んでおり、その経営手法が

無粉塵型自動粉砕篩分け装置 
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非常に参考になった。そのような背景も、当社が積極的に海外進出へ取り組むようになったきっ

かけと言える。 

 

（２）事業参入・継続にあたっての問題・課題及び解決策など 

10数年前に、米国の土壌学会における展示会に出展したが、全く相手にされなかった。という

のも、価格が高い上に、当時の機器はアナログ仕様の古いタイプのものであったためだ。そこで、

デジタル化及び特徴のある製品づくりを目指し、製品開発を進めた。埼玉県から開発助成金を受

け、平成 20 年にはデジタル土壌硬度計、翌年にはデジタル実容積測定装置の開発・販売に至っ

た。 

平成 23 年から、海外市場開拓に本格的に取り組んでいる。海外で売れる製品の開発に向け、

JETRO の専門家派遣を活用し、再び米国の土壌学会へ参加した。そこには世界の一流メーカーが

一同に集まっているため、最新のトレンド、売れ筋商品の調査ができ、また、ユーザー（研究者）

のニーズを直接把握することができ非常に有効であった。国内においても、土壌関連の学会には

必ず参加し、ユーザーとの直接のパイプづくり、ブランド力の向上に努めている。ユーザーの要

望に真摯に応え、製品開発に務めることで、新しいシーズが生まれる。大切なのは、自社にしか

できないものづくりをすること。それが出来て初めて、世界に相手にしてもらえる。 

現在、海外の売り上げ比率の 9 割が中国。リスク分散を図るためにも、今後さらに、世界中の

研究者とのパイプを増やしていく。 

なお、製品の特殊性のためか、あるいは市場規模が小さいためか、中国において製品をコピー

されるということは今のところない。中国の販売店では、世界中の一流メーカーの製品を扱って

いるが、中国製の製品は信用力に欠け、競争力が劣るというのも、理由の一つかもしれない。 

タイやシンガポール、インドからも引き合いはあるが、東南アジアについては総じてニーズが

低い。今後、生産性の向上や環境問題への意識のレベルアップが進めば、需要も増えるだろう。 

 

（３）関係機関等との連携・人的ネットワーク等 

製品開発にあたり、国や県の補助金を積極的に活用してきた。また、埼玉県から平成 23 年度

「彩の国経営革新モデル企業」、平成 25 年には「彩の国工場」の指定を受けている。 

海外進出に本格的に取り組むにあたり、公益財団法人埼玉県産業振興公社にアドバイスを受け

た。台湾にパイプのある当公社と連携し、台湾の展示会へ出展、結果として世界展開している現

地商社との商談が成立した。 

海外の展示会への出展については、費用対効果が必ずしも高いとは言えない。そこで、出展の

際には JETRO の補助金を活用する等、費用低減を図っている。 

学会への参加は、ユーザーとなる研究者とのネットワークづくりという観点で有効である。 

さらに、独立行政法人日本貿易保険の活用も有効であり、当社は韓国向け測定機器の輸出に信

用金庫経由で活用した。 
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法人番号：1050001017442 

 

 

 

 

 

●海外への積極的な展開を見据えた海外人材の確保 

海外への積極的な展開を見据え、海外人材として優秀な留学生や産総研の研究員の採用を行っ 

てきた。なお、社長と取締役 CFOは中国出身者であり、日本の大学に留学、産業技術総合研究 

所の研究者として勤務した後に起業、産総研技術移転ベンチャーの認定を取得した。 

●多国語に対応したホームページや展示会で認知度を上げる 

製品の認知度を上げるために、ホームページには英語、中国語、韓国語による会社と製品の紹 

介を掲載し、国内及び中国において年間 3～4回の頻度で展示会に参加している。 

●商習慣を熟知し、信頼関係と人的ネットワークを構築 

中国での商売の成否は、人的ネットワークによるところが非常に大きい。取引相手から信用を 

 

つくばテクノロジー株式会社 

 ～検査装置分野の独自先端技術と海外ネットワークで大きく躍進～ 

代 表 代表取締役 王 波 

所 在 地 茨城県つくば市千現 1-14-11 

電話番号 029-852-7777 

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.tsukubatech.co.jp/ 

設 立 平成 17年 

資 本 金 2,000万円 

従 業 員 20名 

事業概要 レーザー超音波可視化非破壊検査装置、産業用小型Ｘ線検査装置、レーザー関連機器、

電子計測・情報通信関連機器、画像処理・画像検査装置、医療機器・健康器具等の開

発・製造・販売、国際貿易、人文交流 

●海外への参入形態 

製品輸出 

●進出国 

中国、米国、ドイツ、韓国 

●海外拠点 

中国（西安、深圳、香港） 

企業概要 

環境ビジネスの海外展開 基本情報 

環境ビジネスの海外展開 ポイント 
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得て販売ルートを確保するために、社長をはじめ経営者は頻繁に中国を訪れ、信頼関係と人的 

ネットワークの構築に注力している。 

 

１．海外展開している製品・サービスの内容と特徴 

当社は産業用、医療用等各種の検査装

置の開発・製造・販売及びソフトウエア

の開発等を行っている。主力製品の一つ

「レーザー超音波可視化検査装置」は、

レーザーを対象物の表面に照射するこ

とによって発生した超音波が物質内部

を伝わる様子を動画映像として観察す

ることで、物質の異常や欠陥を視覚的に

検知することができる装置であり、当社

が世界で唯一確立した技術だ。その特徴

は「可視化」と「非接触」、そして「小

型・軽量」である。従来の超音波検査で

は、波形から欠陥を読み取らなければな

らず、熟練した専門家でなければその判

断は難しかった。しかし、動画映像とし

て可視化したことにより、トレーニング

を受ければ誰でも検査をすることがで

きる。また、非接触走査のため、複雑な

形状でも検査ができ、リモートコントロールにより原子力関連施設等人が近づけない対象物でも

検査が可能となった。また、小型化したことで 1人でのフィールド検査が可能である。 

また、もう一つの主力製品の「小型Ｘ線検査装置」では、当社の独自開発技術により、ヒータ

やフィラメントによる陰極の加熱を不要としたことで大幅な省電力化を実現。乾電池一つでＸ線

を即座に発生することを可能にした。また、小型化により取扱いが容易となり、現場において迅

速な検査を行うことができる。 

レーザー超音波可視化検査装置の開発以降、当社の技術は高い評価を受けており、最近では

JVA2014「中小機構理事長賞」（中小企業基盤整備機構、平成 26 年）、いばらき産業大賞「奨励賞」

（茨城県、平成 27年）、第 6回ものづくり日本大賞「優秀賞（製品・技術開発部門）」（経済産業

省、平成 27 年）、第 1 回 JEITA ベンチャー賞（電子情報技術産業協会、平成 28 年）を受賞して

いる。 
 

２．海外展開の概要 

（１）海外展開のきっかけと経緯 

社長と取締役 CFOは、共に中国出身者であり、どちらも筑波大学に留学後、国立研究開発法人

産業技術総合研究所（産総研）に研究者として勤務していた。平成 17 年に当社を立ち上げ、平

成 19 年には産総研技術移転ベンチャーの認定を取得した。 

平成 20年にレーザー超音波可視化装置の製品化に着手し、平成 21 年に第 1号機を国内メーカ

 

 

レーザー超音波可視化検査装置  

レーザー超音波画像例 

 

単三乾電池駆動小型Ｘ線検査装置 

 

Ｘ線画像例 

 

Rear defect① Rear defect②
6mm thick

Stainless steel elbow
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ーに販売してから 1 年ほどを経て、母国であり言葉の壁がなく、土地勘のある中国への輸出を開

始した。 

当社は、海外への積極的な展開を見据え、海外人材として優秀な留学生や産総研の研究員の採

用を行ってきた。なお、平成 25 年には米国、平成 26 年にはドイツ、平成 27 年には韓国の企業

とそれぞれ代理店契約を結び、輸出販売を開始している。 
 

（２）事業参入・継続にあたっての問題・課題及び解決策など 

開発した製品の認知度を上げることが、当初の課題であった。当社のホームページには英語、

中国語、韓国語による会社と製品の紹介を掲載した。また、国内及び中国において年間 3～4 回

の頻度で展示会に参加しているが、展示会だけでは効果は限定的と感じている。 

ちなみに、現在では当社の技術が各方面で高く評価され、表彰や取材を受けるようになり、認

知度も上がってきている。海外からも注目され、中国の非破壊検査分野の専門家や大学教授、中

国深圳市の駐日事務所長、駐日韓国大使館の公使等から訪問を受けた。 

平成 22 年に初めて中国へ輸出をした際に、日本の商社に輸出業務を委託したところ、届けら

れた製品が故障していたというトラブルがあった。非常に高額な製品であり、保証料として数十

万円を支払っていたものの、満足な対応をしてもらえなかったため、その企業への委託をやめた。 

また、ドイツへ輸出した際にも、現地企業とのトラブルが発生した。非常に精密な装置である

ため、その取扱いをよく理解し慎重に運搬をする必要があり、また、現地におけるトラブル対応

能力も求められるため、輸出業務を委託する際には、委託先をよく選定する必要がある。 

中国の市場は日本の 10 倍と言われている。しかし、商習慣の大きな違いにより進出は容易で

はない。日本では当然の事とされる企業間取引を、中国でも当然と考えてはいけない。中国での

商売の成否は、人的ネットワークによるところが非常に大きい。そのため、取引相手から信用を

得て販売ルートを確保するために、社長をはじめ役員らは頻繁に中国を訪れ、信頼関係と人的ネ

ットワークの構築に注力している。 

海外進出にあたり、事前に相手国の商習慣や市場動向を十分に調査し、表面的な情報ではなく、

深い理解ができていなければ、まず成功する事はないと考えている。さらに、人的ネットワーク

の構築と販売ルートの確保をするための努力を続ける必要がある。 
 

（３）関係機関等との連携・人的ネットワーク等 

社長と取締役 CTOが産総研の元研究者で、産総研技術移転ベンチャーであることから、産総研

やつくば市と緊密な連携体制ができている。 

科学技術振興機構（JST）や新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の補助金、さらに

国の支援事業等を積極的に活用しているが、日本は開発費の補助等、技術開発段階の支援は手厚

いが、その後の販売のためのサポートが中国よりも弱いと感じている。 

また、つくば市と中国・深圳市は友好都市関係にあり交流が盛んであるが、深圳市の駐日事務

所長が来社するなど当社も関係を深め、深圳のハイテクパークの企業と直接取引を行っている。 

なお、これまで中国で培ってきたネットワークを活かし、日本企業に対するサポート事業を始

めた。将来的には、中国西安に「サービスセンター」を開設する計画であり、中国の地方政府、

国有企業、民間企業と日本企業のつなぎ役として、投資やパートナー探しをより一層サポートし

ていく。 
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法人番号：9100001019698 

 

 

 

 

 

●語学にもビジネス感覚にも優れた人材の確保 

米国と南米で商社マンとして活躍し、英語とポルトガル語に堪能な人物を社員に迎え入れた事 

が、海外展開のきっかけ。海外におけるビジネスマナーをよく身につけており、海外案件は全 

て任せることができた。 

●戦略を立て、海外の展示会へ出展 

代理店と共に海外の展示会へ出展したため、当社製品に関心を寄せた企業に対し、販売までの 

流れがスムーズであった。海外の展示会へ出展する際には、商談をスムーズに進めるために、 

 

日本テクノ株式会社 

 ～世界に広がる磁気の力、磁気活性化で水と大気の環境負荷を低減～ 

代 表 代表取締役 濱 元明 

所 在 地 長野県岡谷市神明町 4-20-2 

電話番号 0266-23-9000 

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.nihon-t.co.jp 

設 立 昭和 60年 

資 本 金 4,000万円 

従 業 員 5 名 

事業概要 流体物質磁気活性化装置の開発・製造・販売 

＊「モールドウォーター」配管の錆スケール付着防止、スケールの剥離・除去を 

促進 

＊「ボイラーアップマン」ボイラー等燃焼機器の燃料の燃焼効率をアップ 

＊「燃費とく・トク君」自動車の燃料の燃焼効率をアップ ほか 

●海外への参入形態 

製品の間接輸出 

●進出国 

マレーシア、中国、インドネシア、タイ、シンガポール、米国 

●海外拠点 

アジア支店（シンガポール） 

企業概要 

環境ビジネスの海外展開 基本情報 

環境ビジネスの海外展開 ポイント 
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販売までの流れを想定しておくことが必要であり、もし代理店販売を展開している企業であれ 

ば、出展先の地域に代理店を作った上で出展した方が効果的である。 

●海外支店がつなぐアジアマーケットにおけるネットワーク 

シンガポールに支店を設置し、社員１名を駐在させている。シンガポールは情報と資金が集ま 

るアジアの要所であり、当社のアジアマーケットにおけるネットワーク形成につながっている。 

 

１．海外展開している製品・サービスの内容と特徴 

当社の製品の基本原理はい

ずれも、磁気により流体物質

を活性化するというもの。主

力製品の一つ、「モールドウォ

ーター」は、水処理装置とし

て工場やホテルや旅館、学校

や官公庁になどにおいて利用

されている。その効果は配管

内の赤水の抑制とスケールの

付着防止、はく離・除去であ

る。水の配管内部に赤さびが

できることで赤水が発生する

が、磁力により赤さびを保護

効果のある黒さびへと変える

ことで、赤水を抑制するとい

うもの。また、水中に含まれるカルシウムやマグネシウム、シリカ等の析出物であるスケールが

配管に付着すると配管のつまりを生じるが、磁力により付着を防ぐと共に、既に付着したスケー

ルをイオン化することで剥離することができる。 

また、もう一つの主力製品、ボイラーの燃費削減装置である「ボイラーアップマン」は、燃料

系の配管に取り付けることで、分子間力により集まった状態の燃料分子をばらばらにし、燃焼効

率を向上させる。その他、自動車専用の「燃費とく・トク君」や船舶専用の「燃費削減丸」を開

発、製造・販売している。これらの製品にはネオジウムで作られた永久磁石が使用されているた

め、半永久的に使うことができ、メンテナンスが不要でランニングコストもかからない。 

これらの製品を、代理店を通じ各国へ販売している。 

 

２．海外展開の概要 

（１）海外展開のきっかけと経緯 

ベネズエラで商売をしていた知人の子息であり、米国の大学を卒業後、米国と南米で商社マン

として活躍し、英語とポルトガル語に堪能な人物を社員に迎え入れた事が、海外展開のきっかけ

だ。彼は海外におけるビジネスマナーをよく身につけており、海外案件は全て任せることができ

た。 

当社の海外展開形態は、代理店を通じた装置の販売である。 

モールドウォーター製品一覧 
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中国については、国内の代理店企業から紹介された現地企業と代理店契約を結んだ。さらに、

日本の大手専門商社とも代理店契約を結び販売を行っていたが、中国では現地代理店よりも日本

の商社の方が信用度が高く、現地代理店は営業に苦戦し、後に代理店販売から撤退した。 

なお、中国においては、磁気処理装置にかかる特許及び商標登録を出願している。 

マレーシアについては、地元の岡谷市の知人が現地企業の役員となっていることもあり、代理

店になってもらった。この会社はインドネシア、タイ、ベトナム、シンガポールなど非常に手広

く営業をしている。 

また現在、韓国の大手上場企業から総代理店契約締結のオファーを受けている（きっかけは関

東経済産業局の平成 26年度調査「広域関東圏環境ビジネス企業リスト集」を見たとのこと）。プ

ラスチック成形加工を行っている企業だが、加工の過程で使用される冷却水のスケールが熱交換

器へ付着するのを防止するために、これまでは薬剤を注入していたが、薬剤不要である当社製品

に高い関心を寄せている。ちなみに、日本国内のプラスチック成形工場における当社製品のシェ

アは高い。この業界には、早い段階で大手メーカーから高く評価され、他企業が参入する前に広

まったためだ。 

さらに、ブラジルにおいても水ビジネスにかかる大きなプロジェクトが進行中だ。 

なお、装置の製造は外注しており、組み立ては当社のグループ会社に委託、部品は地元諏訪・

岡谷地域に集積する優れた部品製造業者などから調達している。 

 

（２）事業参入・継続にあたっての問題・課題及び解決策など 

海外事業が停滞気味になった時、JETRO の諏訪支所に相談したところ、マレーシアにおける展

示会への出展を勧められた。ブース出展であり、出展費用は無償、旅費のみ自己負担という条件

であった。マレーシアの代理店と共に出展したため、当社製品に関心を寄せた企業に対し、販売

までの流れがスムーズであった。 

海外の展示会へ出展する際には、商談をスムーズに進めるために、販売までの流れを想定して

おくことが必要であり、もし代理店販売を展開している企業であれば、出展先の地域に代理店を

作った上で出展した方が効果的である。アジア各地において、代理店候補となる、現地の日系企

業もしくは日本人の役員がいる現地企業を見つける事は、それほど難しいことではない。 

 

（３）関係機関等との連携・人的ネットワーク等 

JETROを積極的に活用しており、マッチングサイト（TTPP：Trade Tie-up Promotion Program）

は、インド進出のきっかけとなった。サイト登録後、かなりの件数の問い合わせがあったが、イ

ンドのコンサルタント会社から受けたディーゼル燃料の燃焼効率化装置の案件が販売に結びつ

いた。当社の製品は価格が高いため、それほど多く売れるものではないが、その良さを認めた大

手企業に売れている。 

また、シンガポールに支店を設置し、社員 1名を駐在させている。シンガポールは情報と資金

が集まるアジアの要所であり、当社のアジアマーケットにおけるネットワーク形成につながって

いる。国内の販売ネットワークは既に出来上がっているが、海外のネットワークについては確立

されておらず、現在進行中である。 
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法人番号：9011101025901 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社バイオレンジャーズ 

 ～バイオレメディエーションにより国内外の油汚染対策に実績～ 

代 表 代表取締役社長 鴻野 雅一 

所 在 地 東京都千代田区岩本町 2-1-17 宮中ビル 7F 

電話番号 03-5833-1520 

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.bri.co.jp/ 

設 立 平成 10年 

資 本 金 3,500万円 

従 業 員 3 名 

事業概要 バイオ（微生物）による油・VOC 汚染の浄化、土壌汚染・地下水汚染の対策、排水処

理装置の開発及び販売、複合バイオ製剤の販売 

●海外への参入形態 

製品輸出 

●進出国 

中国、中東、台湾 

●海外拠点 

なし 

●現地のニーズを捉える 

油田地帯では油で汚染された土壌や地下水の浄化ニーズが必然的に大きいため、中国や中東は 

大きなマーケットとなりうる。また、現地の環境規制が厳しいほど、浄化のニーズが生まれる。 

●現地の商習慣を知り尽くした人材を活用 

中国では人脈が非常に重視され、人脈の広さと深さにより相手の信用度を測るといった習慣が 

ある。そこで、中国でのマーケティングには日本在住の信頼のおける中国人を起用している。 

●国等の事業活用による信頼性の向上 

東京都や環境省、経済産業省の研究開発事業や実証事業等に積極的に取り組んできたが、これ 

らの実績は今後のネットワーク形成に向け、信頼性をアピールするための材料となる。 

企業概要 

環境ビジネスの海外展開 基本情報 

環境ビジネスの海外展開 ポイント 
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１．海外展開している製品・サービスの内容と特徴 

当社は「バイオレメディエーション」という手法を用い、油や VOC（揮発性有機化合物）に汚

染された土壌や地下水の浄化を行っている。バイオレメディエーションは、微生物や菌類がもつ

分解能力を用いて浄化を行う手法であり、掘削除去・化学的分解といった他の浄化手法に比べコ

ストパフォーマンスが高く、生態系に与える影響が少ないと言われている。 

バイオレメディエ

ーションで使用する

のは、米国で開発・

製造された複合バイ

オ製剤である「オッ

ペンハイマー・フォ

ーミュラ」。自然界に

生息する、油や VOC

の分解を得意とする

さまざまな微生物を

組み合わせて開発さ

れたバイオ製剤であ

り、アメリカ環境保

護庁（EPA）の国家緊

急時対応計画（NCP）において石油流出事故等に対応するためのバイオ製剤として登録されてい

る。当社はこれを用い、現場の汚染物質を見極めた上で浄化効果の高い微生物を培養し注入する

「バイオオーグメンテーション」と呼ばれる手法により、確実な浄化を可能としている。当社の

手法は、1997 年に島根県隠岐島沖の日本海で発生したナホトカ号重油流出事故の際に使用され、

国土交通省の新技術情報提供システム（NETIS）にも登録されている。 

事業のきっかけは、複合バイオ製剤の開発者であるテキサス大学名誉教授との出会い。自ら開

発した複合バイオ製剤で起業した、その教授と意気投合した鴻野社長は、全く異なる業界から転

身し環境ベンチャーを立ち上げた。現在、教授の会社をその娘が引き継いでいるが、当社は以前

と変わらぬ良好な関係を続け、複合バイオ製剤「オッペンハイマー・フォーミュラ」を独占的に

仕入れている。 

海外事業としては、その複合バイオ製剤のアジア向け販売である。 

 

２．海外展開の概要 

（１）海外展開のきっかけと経緯 

2003 年に上海で河川への油流出事故が発生し、緊急招集されたのが、中国進出のきっかけ。2010

年には大連の石油備蓄基地付近でパイプライン爆発が起こり、大量の石油が流出する事故が発生

したが、この時も直接オファーを受けた。中国最大の国営石油会社に日本語が非常に流暢な中国

人の知り合いがおり、彼を仲介役として、高い処理性能を売りに事業を進めてきた。 

海外における事業形態としては、バイオ製剤の販売。施工は現地の施工会社が行う。施工方法

は簡単に真似されるが、バイオ製剤は真似され難いため、その販売を柱に事業を行うこととして
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いる。現地には多くの施工会社があり、施工方法等の指導については知り合いのエンジニアが間

に入り、コミュニケーションをとりながら行っている。 

油田地帯では油で汚染された土壌や地下水の浄化ニーズが必然的に大きいため、中国や中東は

大きなマーケットと考えている。また、環境規制が厳しいほど、浄化のニーズが生まれる。そこ

で近年規制が進む台湾では、ガソリンスタンド向け事業に着手している。 

 

（２）事業参入・継続にあたっての問題・課題及び解決策など 

2010 年の大連での石油流出事故の際、最初は中国側の支払いに問題はなかったものの、だんだ

んと支払いが悪くなっていった。中国人弁護士を介し代金回収に向けた交渉を行ったが、最終的

に全額回収はできず、9 割ほどの回収率となった。ただ、後に、中国では 8～9割回収できれば良

い方だということを知った。 

中国からの引き合いや案件はたくさんある。しかし、相手をよく選ばなければならない。中国

では人脈が非常に重視され、「誰と知りあいで、どれくらいのつきあいなのか」といった情報に

より、相手の信用度を測るといった習慣がある。そこで、マーケティングは鴻野社長が自ら行う

ほか、日本在住の中国人、例えば大連でのビジネスの際の仲間や、前述の中国国営石油会社に勤

める友人といった、信頼のおける中国人を起用している。 

環境ビジネスの海外進出にあたり、その国において環境に関する法規制がきちんと整備されて

いなければ、現地にニーズが生まれてこないため、進出は難しくなる。そういった観点から、タ

イやベトナムといった東南アジアについては、進出はまだ難しいと考えている。工場排水や地下

水については、東南アジア各国の取り組みは進んでいるようだが、土壌については遅れているの

が現状。一方、中国は今、変わりつつある。環境規制にかかる違反に対して刑事罰まで課せられ、

中国環境保護部が厳しく取り締まっている。 

ちなみに、海外進出に際し、マクロな情報や視点を得るために、環境分野に特化したコンサル

ティング会社を活用するのもひとつの手段と考えるが、アメリカやヨーロッパには世界展開をし

ている大手の環境コンサルが存在するのに対し、日本はまだこの分野が弱い。 

 

（３）関係機関等との連携・人的ネットワーク等 

海外における事業には、鴻野社長が前職で海外駐在をしていた時に培ったネットワーク、コネ

クションを活用している。サウジアラビアに駐在経験のある大手商社の OB 人材を活用した例も

ある。 

現在、海外については、バイオレメディエーションの材料となる、複合バイオ製剤の販売のみ

の事業であり、数量もそれほど多くないため、海外拠点は不要としている。しかし今後、事業規

模を大きくしていく場合は、拠点を構え、常駐社員をおかなければならないと考えている。 

また、これまでに、東京都や環境省、経済産業省の研究開発事業や実証事業等に積極的に取り

組んできたが、これらの実績は今後のネットワーク形成に向け、信頼性をアピールするための材

料となる。 
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株式会社モノベエンジニアリング 

 ～超長寿命、独自技術「モノＭＡＸフィルター」で環境浄化に貢献～ 

代 表 代表取締役 物部 長順 

所 在 地 千葉県千葉市花見川区花島町 149 

電話番号 043-257-2789 

Ｕ Ｒ Ｌ http://monobe.co.jp/company.html 

設 立 昭和 43年 

資 本 金 4,500万円 

従 業 員 13名 

事業概要 環境関連機器等の開発・製造・販売 

（環境関連機器）モノ MAXフィルター、ろ過装置 

        汚水浄化用散気筒 

●海外への参入形態 

製品輸出 

●進出国 

韓国、中国 

●海外拠点 

なし 

●多くの賞を受賞した独自技術で勝負 

ものづくり中小企業 300 社「経済産業大臣賞」（中小企業庁、平成 21年）、日本商工会議所会頭 

発明賞（発明協会、平成 26 年）、ものづくり日本大賞特別賞（経済産業省、平成 27年）ほか多 

くの受賞歴があり、技術力と知名度の高さにより国内外の企業や商社からの引き合いは多い。 

●自治体等の支援をフル活用 

以前から千葉県や千葉市、千葉市産業振興財団からサポートを受けており、海外展開について 

もアドバイスを受けるほか、JETROや中小企業基盤整備機構など外部機関とのパイプ役にもなっ 

ている。千葉市には、現地企業の信用調査をしてもらうなど、連携を密にしている。 

企業概要 

環境ビジネスの海外展開 基本情報 

環境ビジネスの海外展開 ポイント 
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１．海外展開している製品・サービスの内容と特徴 

当社の環境関連の主力製品は「モノＭＡＸフィルター」。耐食ステンレス線で作られたバネ式

フィルターであり、土木・建設現場における濁水・アスベスト廃水の浄化再生、船舶のバラスト

水の浄化、洗車廃水のろ過再利用、金属関連工場の廃水からの有価物の回収、めっき処理液の再

生など、その用途は幅広い。最近では当フィルターを利用した放射性物質のろ過装置を開発し、

除染分野で期待されている。 

「モノＭＡＸフィルター」の特徴は、濾材として「バネ」を使用しているところだ。錆に強い

ステンレス線をらせん状に巻き、線と線と

の間にミクロン単位の突起をつけることに

より、微細な隙間をつくる。この隙間に汚

濁水等を通しろ過を行うが、筒状バネ式フ

ィルターの外側から内側に向かって汚濁水

等を通すと、バネの表面に力がかかり、バ

ネの隙間が定められた寸法に固定し、水中

の微細な懸濁物質がその隙間に層を形成し、

精密なろ過フィルターとなるしくみだ。ま

た、懸濁物質によりフィルターが目詰まり

を起こした場合は、水の流れを逆にする。

バネの内側から外側へ力がかかることでバネの隙間が拡がり、捕捉されていた懸濁物質が洗い流

され、フィルターを再生する事ができる。これを、逆洗浄と呼んでいる。なお、逆洗浄により排

出された、懸濁物質を含む水は回収され、脱水処理される。 

当フィルターを使用することで精密ろ過を低圧で高速に行うことができ、耐圧性にも優れる。

また、逆洗浄を自動的に行うことでフィルターが自浄再生するため、フィルター交換が不要であ

る。フィルターの素材は耐久性に優れ、超長寿命であるため、メンテナンスは極少である。従っ

て、フィルター交換、維持管理のための費用を抑える事ができ、かつ保安的に優れているのが、

当製品の強みだ。 

なお、当フィルターを利用した汚濁水濾過システムは、平成 18 年と 24 年に国土交通省の NETIS

（新技術情報提供システム）に登録されている。 

 

２．海外展開の概要 

（１）海外展開のきっかけと経緯 

当社の技術は、平成 19年にちばもの作り認定製品へ登録され（千葉県）、ものづくり中小企業

300社「経済産業大臣賞」（中小企業庁、平成 21年）、日本商工会議所会頭発明賞（発明協会、平

成 26 年）、中小企業優秀新技術・新製品賞環境貢献特別賞（りそな中小企業振興財団・日刊工業

新聞社、平成 27 年）を受賞するなど、高く評価されている。技術力と知名度の高さにより国内

外の企業や商社からの引き合いは多く、日本のほとんどの大手商社から訪問を受けている。 

当社は一般のフィルターでは対応し難い案件について相談を受けることが多いが、例えばアフ

リカから井戸水や河川水のろ過に関する相談、また中国からは石油系の染料・顔料のろ過分離な

モノＭＡＸフィルター 
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ど、他で解決できなかった難しい案件などが持ち込まれている。 

実際に、海外ビジネスに繋がるケースは少ないものの、千葉市や千葉市産業振興財団からのサ

ポートを受けながら少しずつ取り組みを進めている。 

 

（２）事業参入・継続にあたっての問題・課題及び解決策など 

海外の企業及び商社からの引き合いは多いものの、言葉の問題等、課題も多い。 

例えば、朝鮮人参を扱う韓国の企業は、2 年ほど前から熱心に来社し取引に積極的であった。

そこで 1 年ほど前から、韓国に帰化した友人が経営する小さな商社を介して商談を進めてきた。

しかし、その友人が亡くなり商談が中断してしまった。 

また、現地でのサポート体制が課題となっている。3 年ほど前、拡販を目的に漢方薬を扱う中

国の企業に対し、中国から日本に帰化した知人を介してろ過装置を納入したが、その企業ではろ

過装置の機能を理解し使いこなすことが出来なかった。当社としては、現地におけるサポート体

制がなく、また、ろ過装置の性能はろ過する液体によって大きく異なるため、装置の性能を保証

することはできなかった。 

そこで、海外ビジネスの一つの形態として、製品

として納入するのはフィルターだけにし、ろ過装置

のフィルター以外の部分は図面や技術アドバイスを

提供する事とした。ろ過する液体に応じて使用の方

法等は相談に応じるが、作られた装置の性能につい

て責任は負わない。 

海外ビジネスとしては、日本語での直接取引が可

能であり、現金前受け（注文時に半額、製品納入時

に残り半額など）といった条件が揃った場合におい

て、順調に進むことが多い。 

 

（３）関係機関等との連携・人的ネットワーク等 

以前から千葉県や千葉市、千葉市産業振興財団からサポートを受けており、海外展開について

も、アジアだけではなく、欧米にも進出するようアドバイスを受けている。千葉市には、現地企

業の信用調査をしてもらうなど、連携を密にしている。また、千葉県や千葉市に紹介され、JETRO

や中小企業基盤整備機構にも訪問しアドバイスを受けている。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広域関東圏中小企業の環境技術によるアジア進出 

平成 28年 3月 

 

発行：経済産業省関東経済産業局 

資源エネルギー環境部環境・リサイクル課 

〒330-9715 埼玉県さいたま市中央区新都心 1-1 

TEL：048-601-0292 

URL：http://www.kanto.meti.go.jp 

 

調査協力：株式会社三菱化学テクノリサーチ 

〒160-0017 東京都新宿区左門町 16番地 1 

TEL：03-6893-6410 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 
 


