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１．目的
関東経済産業局では、昨年度「広域関東圏における産業公害防止等技術実態調査」を実
施し、広域関東圏における産業公害防止等技術分野（＊環境ビジネス調査対象 9 分野）を
有する事業者のリストを作成するとともに、中小企業者等が環境ビジネスを展開するに当
たっての現状と課題、特にアジア地域での産業公害防止等技術の市場開拓に当たってのニ
ーズの有無や課題等について把握・分析を行った。
本調査の結果、アジア地域の市場開拓の課題として「進出国の商習慣、事業環境、市場
環境を十分に把握できていない」「事業パートナー探しが難しい」等が明らかになったこ
とから、本年度の事業では、アジア地域で実際に環境ビジネス展開を行っている中小事業
者等を対象に、これらの課題を克服し、海外展開に取組んでいる先進的な事業者のアジア
等進出事例を具体的に取り上げ、今後海外への市場開拓を希望する事業者向けに、海外展
開に必要な情報やノウハウを提供することとした。
併せて、アジア地域での環境ビジネス展開に当たり、アジア諸国における環境保護規制
及び環境問題への対応等が不可欠であることから、アジア諸国の環境問題への取組や環境
法制の整備状況等を把握し、産業公害防止等技術を活用した海外展開の可能性について探
る。
また、新たなビジネスチャンスの創出や拡大を図るため、産業公害防止等技術を活用し
た海外展開を希望する中小事業者等を対象に、環境ビジネスシンポジウム及び環境ビジネ
スアライアンスセミナーを開催し、産業公害防止等技術を活用した環境ビジネスの振興を
図ることを目的とする。
＊環境ビジネス調査対象 9 分野
①大気汚染防止用装置・施設、②排水処理用装置・施設、③土壌、水質浄化用装置・施設、
④騒音、振動防止用装置･施設、⑤環境測定、分析、監視用装置･施設、⑥環境調和型製品
（エコプロダクツ）、⑦廃棄物処理用装置・施設、⑧リサイクル装置・施設、⑨環境関連
サービス
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２．調査内容
本業務の取り進めのイメージ図を示した。（１）調査委員会を設置して、調査内容にあ
たった。順次または平行して（２）環境ビジネスの海外展開に関するアンケート調査、（３）
環境ビジネスの海外展開に関するヒアリング調査、（４）環境規制及び環境問題等に関す
る調査、（５）海外ビジネス勉強会の開催、（６）海外ビジネスシンポジウムの開催、（７）
環境ビジネスアライアンスセミナーの開催、（８）海外ビジネス展開事例集の作成、（９）
調査報告書の作成を行った。
調査委員会は、アンケート調査とりまとめ時点と調査終了時点で 2 回実施した。
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３．調査結果
３－１．アンケート及びヒアリングによる産業公害防止等技術を保有する中小企業の海外
展開事例に関する調査
３－１－１．アンケート及びヒアリングの実施
広域関東圏において、産業公害防止等技術を活用し海外での事業展開をしている中小企
業がどのような「きっかけ」で海外へと進出し、「海外展開可能性調査段階」「海外展開
準備段階」「海外展開後段階」のそれぞれの段階における課題をどのように克服してきた
か把握することを目的にアンケート調査を実施した。
調査対象は、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実態調査」（関
東経済産業局、平成 27 年 3 月）において「環境ビジネス企業リスト集」に掲載した中小企
業 185 社のうち、「引き続き海外との取引を希望、新たに取引を希望」と回答した事業者
（73 事業者）及び JETRO の支援を受け、東南アジアでの事業展開に成功した事業者（広域
関東圏、平成 25～26 年；8 事業者）の計 81 事業者とした（回収数 37 事業者、回収率 46%）。
また、既に海外において事業展開をしている以下の 10 社に対し、ヒアリングを行った。
表 3-1-1 ヒアリング企業概要
ヒアリング先企業

環境技術分野

進出国

A 社（東京都中央区）

各種液体再生用装置

中国、米国

B 社（東京都渋谷区）

環境対応型素材

米国、韓国

C 社（東京都千代田区）

大気汚染防止用装置

タイ

D 社（埼玉県春日部市）

大気汚染防止用装置

中国、モンゴル

E 社（東京都千代田区）

土壌浄化サービス

中国、中東、台湾

F 社（千葉県千葉市）

排水処理用装置

中国、韓国

G 社（茨城県常総市）

排水処理用装置

H 社（埼玉県鴻巣市）

環境測定・分析・監視用装置

中国、韓国、台湾

大気汚染防止用装置

中国、マレーシア、

水浄化用装置

インドネシアほか

環境測定・分析・監視用装置

中国、米国、ドイツ

I 社（長野県岡谷市）
J 社（茨城県つくば市）
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中国、フィリピン、
マレーシアほか

主なヒアリング項目は以下のとおり。
・ビジネスを展開している国
・ビジネス内容と現況
・ビジネス参入に至ったきっかけ
・現地の事業環境・市場環境の把握をどのように進めたか
・国内支援機関（名称）の起用と何が効を奏したか
・現地の技術ニーズの把握の方法とポイント
・現地関係者とのネットワーク構築の方法とポイント
・進出可能と判断されるに至った大きな要因
・開始から現在までにビジネスの継続に最も影響が大きかったこと、問題となった点
その解決方法
・将来展望とそのポイント
・ビジネス成功の様々な要因の中で重要と考える鍵は何か
３－１－２．アジア地域の市場開拓の現状及び課題
我が国の人口は 2011 年から減少に転じ、国内の需要減少や産業構造、市場の需要の変化
が続くことが見込まれている。一方、アジアをはじめとする新興国の人口増加と経済発展
はめざましく、新たな市場を求め海外進出を目指す中小企業は増えている。
2014 年版中小企業白書によると、2002 年以降、中小企業及び小規模事業者の製造業で直
接輸出を行っている企業の数及び中小製造業全体に占める割合は増加傾向にある。
図 3-1-1 直接輸出企業の数と割合の推移（中小・小規模製造業）

出典：中小企業白書（2014 年版）中小企業庁
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また、同白書によると、輸出企業の今後の輸出の方針としては、現在輸出に取り組んで
いる企業の 7 割近くが、今後輸出を「拡大したい」と考えており、「縮小・撤退したい」
「今後の計画なし」とした企業は非常に少なく、多くの企業が輸出に一定の手応えと将来
性を感じていることが推測される。
図 3-1-2 輸出企業の今後の輸出の方針

出典：中小企業白書（2014 年版）中小企業庁

さらに、同白書では、中小の輸出企業が輸出を開始した時期を調査している。調査の結
果、中規模企業では 4 割近く、小規模企業では半数以上が 2000 年以降に輸出を開始してお
り、小規模事業者を中心に、近年になって輸出を開始した企業が多いことが読み取れる。
図 3-1-3 輸出企業の輸出開始時期

出典：中小企業白書（2014 年版）中小企業庁

また、我が国では高度経済成長期に急激な工業化、都市化が進んだ結果、大気汚染や水
質汚濁等様々な公害問題が生じた。それらの問題を克服するために、我が国の環境技術は
高度に進化し、現在も高い技術レベルを誇っている。近年、国内の重度の公害問題が解消
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され、企業が社会的責任として積極的に環境問題に対する取り組みを進める中、我が国の
高度な公害防止技術を用い、深刻化するアジアの公害問題の改善に向け、官民が連携して
取り組む動きが活発になりつつある。
表 3-1-2 環境協力事業に関する国際協力スキーム
１．情報収集段階
我が国循環産業海外展開事業化促進事業（環境省）
アジア水環境改善モデル事業（環境省）
エネルギー需給緩和型インフラ・システム普及等促進事業（円借款・民活インフラ案件形
成等調査）（経済産業省）
政府開発援助海外経済協力事業案件化調査（外務省）
政府開発援助海外経済協力事業ニーズ調査（外務省）
地球温暖化対策技術普及等推進事業（協力案件の発掘に向けた調査）（新エネルギー・産
業技術総合開発機構（NEDO））
中小企業連携促進調査（F/S 支援）（国際協力機構（JICA））
協力準備調査（BOP ビジネス連携促進）（国際協力機構（JICA））
２．実現可能性調査段階
アジアの低炭素社会実現のための JCM 大規模案件形成可能性調査事業（環境省）
二国間オフセット・クレジット制度の構築に係る実現可能性等調査（JCM 実現可能性調査）
（地球環境センター（GEC））
二国間オフセット・クレジット制度の構築に係る実現可能性等調査（JCM 案件組成調査）
（地
球環境センター（GEC））
地球温暖化対策技術普及等推進事業(JCM プロジェクト実現可能性)（新エネルギー・産業技
術総合開発機構（NEDO））
国際エネルギー消費効率化等技術・システム実証事業（実証前調査）（新エネルギー・産
業技術総合開発機構（NEDO））
中小企業連携促進基礎調査（案件化調査）（国際協力機構（JICA））
協力準備調査（PPP ビジネス連携促進）（国際協力機構（JICA））
３．技術実証・人材育成・情報発信段階
中小企業海外展開等支援事業費補助金（JAPAN ブランド育成支援事業）戦略策定支援事業（経
済産業省）
中小企業海外展開等支援事業費補助金ブランド確立支援事業（経済産業省）
地球温暖化対策技術普及等推進事業（JCM 実証事業）（新エネルギー・産業技術総合開発機
構（NEDO））
国際エネルギー消費効率化等技術・システム実証事業（実証事業）（新エネルギー・産業
技術総合開発機構（NEDO））
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民間提案型普及・実証事業（国際協力機構（JICA））
開発途上国の社会・経済開発のための民間技術普及促進事業（国際協力機構（JICA））
低炭素技術輸出人材育成支援事業（海外産業人材育成協会）
出典：環境省 HP「日本の環境対策技術のアジア展開に向けて」H27.3.20 時点

アジア諸国においては、急激な経済発展に伴う環境の悪化と、国民の環境問題意識の高
まりを受け、環境関連法の整備を進めている。環境関連法については本報告書の「３－２．
アジア各国の環境規制」において整理をしたが、規制の体系づくりは進められているもの
の、本事業のシンポジウム基調講演（本報告書「３－４．海外ビジネス海外展開シンポジ
ウムの開催」）によると、その執行について未だ十分でない状況がうかがえる。
表 3-1-3 大気汚染、水質汚濁、廃棄物関連の法令の整備状況および執行状況
シンガポール

規制の執行ができている。

マレーシア
規制の執行がある程度できているが、問題もある。

タイ
中国

規制はあるが、執行は十分でない。モニタリングの能力も発展途上にある。
インドネシア

環境アセスメントは行われている。外資系企業は、比較的、対策を行って
いる。
出典：「３－４．海外ビジネス海外展開シンポジウムの開催」小島道一氏基調講演資料

しかし今後、地球規模での環境問題への対応が求められ、アジアの各国民の環境意識が
ますます高くなり、環境規制の執行体制の整備が進むことにより、環境ビジネスの市場規
模はさらに拡大することが予測されている。
表 3-1-4 環境ビジネス潜在市場規模推計（単位：億円）
中国

インド

2010 年

2020 年

114,924

262,618

2010 年
27,675

タイ

2020 年

2010 年

58,927

6,081

インドネシア

2020 年
9,220

2010 年
4,421

2020 年
9,082

出典：「３－４．海外ビジネス海外展開シンポジウムの開催」小島道一氏基調講演資料

このような状況下、環境技術を保有する中小企業についても、海外展開に積極的に取り
組んでいる。
広域関東圏の環境技術を持つ中小企業の現状について、昨年度実施した調査（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」
（関東経済産業局、平成 27 年 3 月））によると、アジア地域との連携に関し引き続き取引
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を希望する事業者が 61 社(19%)、新たに取引を希望する事業者が 46 社(15%)となり、3 割を
超える中小企業がアジア地域への事業展開に意欲的であることが分かった。
図 3-1-4 中小企業におけるアジア地域との連携の有無（n=316）

また、同調査の結果、アジア地域の市場開拓の課題として「進出国の商習慣、事業環境、
市場環境を十分に把握できていない」「事業パートナー探しが難しい」等が明らかになっ
ている。
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図 3-1-5 中小企業のアジア地域の市場開拓の課題（n-97）

特に、既に取引のある事業者からの回答割合が高かった課題として、以下のものが挙げ
られた。
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＜将来の現地進出をめざし、事前調査を行っている時（海外進出可能性調査段階）＞
－事業パートナー探しが難しい
－進出国の商習慣、事業環境、市場環境を十分に把握できていない
－輸出、国際協力等を通じて現地での自社ブランド確立ができていない（ローカル市場
開拓）
＜現地進出を決め、進出準備を進めている時（海外進出準備段階）＞
－有力な政府関係者とのネットワークが未構築
－有力な事業パートナーがみつからない
＜現地に進出した後（海外進出後段階）＞
－現地トップを任せられる信頼できる進出国出身者がみつからない（対ローカル企業の
場合）
－現地の有力な事業パートナーと連携し、事業活動を進めることができていない
－技術の漏洩、知的財産権保護への対策が不十分
上記のような課題はあるが、環境技術を持つ中小企業の海外進出意欲は近年高まっている。
今年度のアンケート結果によると、2011 年から 2015 年の 5 年間に海外進出したと回答した
事業者は 25 件(45%)であり、1991 年から 2010 年までの 20 年間の合計 27 件(49%)と同程度
であった。
図 3-1-6 海外進出時期と進出先
（主要 3 カ国まで複数回答可、進出時期回答数；n=55、進出国回答数；n=57）（件）

10

進出先は中国、韓国、台湾、タイの順に多く、他社と合同（12 件）よりも自社単独（45
件）による進出の方が多かった。
図 3-1-7 他社との連携による進出の状況
（主要 3 カ国まで複数回答可、進出国回答数；n=57）

さらに、今年度のアンケート結果によると、既にアジア地域へ進出している事業者のう
ち、海外売上比率が 10%未満と回答した者が 21 社で全体の 57%を占めた。続いて、10～30%
未満が 9 社（24%）、30～50%未満が 1 社（3%）、50～80%未満が 2 社（5%）、80%以上が
1 社（3%）であった。
6 割近い中小企業について、海外の売り上げ比率が全社 1 割に満たず、海外進出をしたと
しても、会社全体の売上に大きく寄与するまでには至っていない事業者が多いことが分か
った。
図 3-1-8 海外売り上げ比率（n=37）
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（件）

これまで（過去 5 年程度）と比較した、現在の海外売り上げ比率の推移としては、増加
したと回答した事業者が 15 社（41%）、変わらないと回答した事業者が 16 社（43%）、減
少したと回答した事業者が 5 社（13%）であった。
海外進出により事業を拡大している事業者が約 4 割であった反面、「変わらない」「減
少」と 6 割近い事業者が伸び悩んでおり、現地での販路開拓等が課題であることがわかっ
た。
図 3-1-9 過去 5 年と比較した海外売り上げ比率の推移（n=37）

（件）

以上のとおり、広域関東圏において産業公害防止等技術を保有する中小企業は、近年特
に海外進出に意欲的であるが、進出にあたりさまざまな課題が存在し、それらの課題を克
服しアジア地域への進出を果たしても、海外との取引にかかる売り上げについては 6 割近
い事業者が伸び悩んでおり、アジア地域の市場開拓の難しさがうかがえる一方、4 割ほどの
企業はアジア地域で販路拡大をしている現状が浮かび上がった。
３－１－３．海外展開のきっかけとアジア地域進出に向けた課題克服の要因
３－１－３－１．海外展開のきっかけ

～アンケート結果～

今年度のアンケート調査によると、海外展開のきっかけとしては「アジア地域の企業か
ら問い合わせがあった」「自社独自で、販路・事業拡大を目指した」が共に 16 件と最も多
かった。中小企業がアジアの企業と直接繋がり、活発な事業活動が行われている事がうか
がえる。
また、次に多かったのが「国の支援機関からアドバイスを受けた」であり 10 件の回答が
あった。
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図 3-1-10 海外進出のきっかけ

３－１－３－２．海外進出可能性調査段階

（n=65）

～アンケート結果～

将来の現地進出をめざし、事前調査を行っている段階（海外進出可能性調査段階）におい
て、昨年度調査で多く挙げられた 3 つの課題について、その克服に役立った機関・事項を
アンケートした結果は以下のとおりである。
[海外進出可能性調査段階における 3 つの課題]
課題１

事業パートナー探しが難しい

課題２

進出国の商習慣、事業環境、市場規模を十分把握できていない

課題３

輸出、国際協力等を通じて現地での自社ブランド確立ができていない
（ローカル市場開拓）

課題１の回答企業数は 17 社であり、課題を克服するために相談した者は、JETRO（5 件）
と国内商社(5 件)が最も多く、次いで現地商社(4 件)であった。
JETRO は、世界約 70 カ所以上の海外ネットワークを活用したサービスメニューを取り揃
えて、海外展開支援をサポートしている。また、きっかけとなる展示会出展の支援もたく
さんの国々で開催している。他方、国内商社や現地商社は日頃のビジネス、取引を通じて
進出の検討を打診してくることがうかがえる。
また、役に立った事項としては、展示会への出展(4 件)、同業他社との連携(3 件)、異業
種他社との連携(2 件)、その他が挙げられた。事業パートナー探しに試行錯誤している様子
がうかがえる。
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課題 1 事業パートナー探しが難しい
図 3-1-11 進出可能性調査段階の課題の克服に役立った機関・事項①
※回答企業数 17 社（複数回答可、n=36）

課題 2 進出国の商習慣、事業環境、市場規模を十分把握できていない
図 3-1-12 進出可能性調査段階の課題の克服に役立った機関・事項②
※回答企業数 20 社（複数回答可、n=33）
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課題２の回答企業数は 20 社であり、課題克服に役立った機関・事項として現地商社（8
件）、続いて JETRO（7 件）が特に多かった。ほかに国内商社（3 件）、コンサルタント(2
件)、国内金融機関（2 件）、同業者との連携（2 件）、展示会への出展（2 件）と続いた。
現地商社は、進出先のビジネスに精通しており、進出国の商習慣、事業環境、市場規模
を理解しているため、進出を検討している中小企業の良きアドバイザーとなっていると考
えられる。他方、JETRO は、海外ネットワークを活用したサービスメニューのほか、本部に
ライブラリーや地域専門のアドバイザー等多数の専門家を抱えており、ビジネスサービス
を提供していること、さらに地域ごとに貿易情報センターを設置し、地域中小企業の海外
展開支援に努めていることなどが、課題克服に役立った理由と考えられる。
課題３の回答企業数は 17 社であり、課題克服に役立ったのは現地商社（7 件）、国内商
社（4 件）及び展示会への出展（8 件）とする回答が多かった。展示会への出展は、中小企
業者が直接、環境ビジネスに取り組む者と商談を行う事ができ、非常に効果的である。
また、現地商社は、商品の輸出や国際協力等を通じて進出先のビジネスに実績と信頼を
有しており、現地での自社ブランド確立に役立っていると考えられる。
課題 3 輸出、国際協力等を通じた、現地での自社ブランド確立ができていない
（ローカル市場開拓）
図 3-1-13 進出可能性調査段階の課題の克服に役立った機関・事項③
※回答企業数 17 社（複数回答可、n=30）
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アンケートでは、海外進出可能性調査段階の成功要因や問題点について以下のコメント
があった。
【アンケート回答事業者による海外進出可能性調査段階の成功要因等コメント】
・現地法人（韓国）の設立
・現地同業他社（日本法人）からの継続的な発注があった
・JETRO、自治体等の支援を受け、展示会へ出展してビジネスマッチングが出来たこと。
・JETRO の助言により、単独で展示会等へ出展でき、現地の情報やユーザーの情報収集が出来た
こと。
・技術・商品価値を高め、関係者に知らしめることが第 1、次にコストです。中小企業が進出で
きる条件は、魅力的商品・技術であることです。
・現地をよく知るパートナーがいた。
・中国は人との繋がりが大切であり、その確立が出来た。
・経営 TOP による中国官公庁及び公的機関への売り込み
・タイ在住で、現地ビジネスに詳しい方の強力なサポートがあった。
・ブランド確立のために、適当な展示会を探し出し、定期的（年 3 回）に出展した。また、日本
からも積極的に展示会に参加してサポートしていた。そのため、二次販売店を見つけ出すこと
が出来た等の理由で拡販に成功したと自負している。
・当初頼んでいた日本の国際法律事務所が全く現地（米国）弁護士と折衝できず、非常に不利な
条件で契約となったため、2 年間を費やして一項目ずつ折衝して是正させた。弁護士を使った意
味がなかった。

また、海外進出を検討している事業者に対するアドバイスは以下のとおり。
【アンケート回答事業者による海外進出可能性調査段階のアドバイス】
・進出目的を明確にする
・果実を予想した無償行為はケガのもと
・無理な計画及び進出は避ける事
・現地パートナー企業（ベンチャーではなく、現地一流企業）の発掘、信頼できるパートナーに
現地のことは任せることも大事
・現地に詳しい在住・在勤の方や組織のサポートが必要
・日本とのもの作りの価値観の相違に注意
・進出済企業からの情報収集
・現地市場調査又は経済規模の確認
・現地法律（特に商取引、立地に関すること）の確認及び現地弁護士の選定

16

３－１－３－３．海外進出準備段階

～アンケート結果～

現地進出を決め、進出準備を進めている段階（海外進出準備段階）において、昨年度調
査で多く挙げられた 2 つの課題について、その克服に役立った機関・事項をアンケートし
た結果は以下のとおりである。
[海外進出準備段階における 2 つの課題]
課題１

有力な政府関係者とのネットワークが未構築

課題２

有力な事業パートナーがみつからない

課題１の回答企業数は 14 社であり、課題克服に役立ったのは JETRO(3 件)、JICA(3 件)
とする回答が比較的多かった。しかし、現地商社や国、自治体、他企業との連携など、他
の機関等も同程度で活用しており、進出準備段階において、有力な政府関係者とネットワ
ークを構築するために最適な機関というものはなく、各方面へ幅広くコンタクトをとり情
報収集を行っている様子がうかがえる。また、「その他」として、現地の領事館が大変効
果的との回答もあった。
課題 1 有力な政府関係者とのネットワークが未構築
図 3-1-14 海外進出準備段階の課題の克服に役立った機関・事項①
※回答企業数 14 社（複数回答可、n=22）

課題２の回答企業数は 14 社であり、課題克服に役立った機関・事項として多く挙げられ
たのは、現地商社（5 件）と展示会への出展（4 件）であった。
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特に、海外進出段階においては、進出国の商習慣、事業環境、市場規模をよく理解して
いる現地商社と連携することが有益といえる。
課題 2 夕食な事業パートナーが見つからない
図 3-1-15 海外進出準備段階の課題の克服に役立った機関・事項②
※回答企業数 14 社（複数回答可、n=24）

また、アンケートでは、海外進出準備段階の成功要因や問題点について以下のコメント
があった。
【アンケート回答事業者による海外進出準備段階の成功要因等コメント】
・JETRO、自治体等の支援を受け、展示会へ出展してビジネスマッチングが出来たこと。
・JETRO の助言により、単独で展示会等へ出展でき、現地の情報やユーザーの情報収集が出来た
こと。
・当社が技術・商品価値を高め、魅力的説明ができることが最重要。魅力的説明をネットで流せ
ば協力したい会社が集まります。その中から共同作業できる会社を選びます。そのあとは一つ
一つ丁寧にのりこえていくことです。
・輸出相手が日本語を良く話せた。
・現金前受けの取引が出来た。
・タイ在住の方の強力なサポートがあった。
・現地会計事務所のサポートがあった。

なお、海外進出を検討している事業者に対するアドバイスは以下のとおり。
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【アンケート回答事業者による海外進出準備段階のアドバイス】
・現地人の頼れるパートナーの存在、現地に詳しい在住・在勤の方や組織のサポートが必要
・商品・技術を国内で供給できれば特別の準備はいらない。輸出業務は専門業者に任せればよい。
但し、広い視野をもつ責任者が必要。
・マネージャー人材の選定。現地で工場を立ち上げた経験のある人材がベスト
（現地をよく知っている人材）
・現地政府との連携
・進出済企業からの情報収集
・日本語教育

３－１－３－４．海外進出前段階における取り組み事例

～ヒアリング結果～

ヒアリングを通じ得られた、海外進出前の段階における課題解決のための取り組み等に
ついて以下のとおり整理した。
(1)進出国の商習慣や特徴の把握
・国内大手自動車メーカーからの紹介あるいは現地子会社といっても、中国では全く別
の会社であり、日本のビジネスの常識は一切通用しない。見積り、発注、納品、支払
いといった一連の取引において責任者が分散しており、問題が生じても責任の所在を
うやむやにされてしまう場合がある。取引の全ての段階において、細心の注意が必要。
（A 社・各種液体再生用装置）
・取引先の商社代理店が全く役に立たないケースがある。現地人材の登用について慎重
に見極める必要がある。また、中国では資材等が盗難に遭うケースが多く、国内より
もセキュリティレベルをかなり上げる必要がある。（A 社・各種液体再生用装置）
・中国において、模造品を作られ、中国の特許まで取得されてしまった。ものづくりに
おいて、ノウハウの部分は絶対開示しないようにすべき。（D 社・大気汚染防止用装置）
・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。（J 社・
環境測定・分析・監視用装置）
・進出国を決定する場合、その国の状況を経営者自から必ず学ぶ必要がある。できれば、
自身の目でしっかり現地を見に行くべき。（G 社・排水処理用装置）
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(2)進出国の法律、規制等の把握
・東南アジアの各国は、さまざまな環境規制を持っており、進出する前段階で必ずチェ
ックしておく必要がある。JETRO 等専門書を収蔵している図書館や、国際協力銀行
（JBIC）の調査資料等を活用するとよい。（B 社・環境対応型素材）
・日本国内の弁護士が進出国の法律事情に通暁していると期待してはいけない。最も優
秀な国際弁護士を選んだとしても、現地の州政府の法律に精通しているわけではない。
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。 （B
社・環境対応型素材）
(3)信頼できる現地パートナーの確保
・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であり、二
流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。（B 社・環
境対応型素材）
・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。（G 社・排水処理用装置）
(4)国際的な環境管理・環境配慮の流れ、環境課題解決ニーズをつかむ
・アジア地域で使用される軽油の硫黄含有量は非常に高く、触媒式の排ガス処理装置は
目詰まりを起こしうまく機能しない。その問題を解決し、どんな車両や建設機械でも
後付可能なディーゼル黒煙除去装置はアジアからの引き合いが多数。（D 社・大気汚染
防止用装置）
・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。（E 社・土壌浄化サービス）
・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。当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。
（G 社・排水処理用装置）
(5)現地での販路や調達先ネットワークの構築
・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。（J 社・環境測定・分析・監視用
装置）
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・国内商社のルート活用は、うまくアライアンスが組めれば、中小企業者にとって短期
間で一番成功が見込める。（G 社・排水処理用装置）
・大手企業と提携し、そのプロジェクトの一部として海外進出し、関係する現地代理店
を活用することで確実な販路開拓を可能とする。（G 社・排水処理用装置）
・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る。もし代理店販売を展開している企業であれば、出展先
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。（I 社・大気汚染防止用装置・水浄化用装置）
・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。（I 社・大気汚染防止用装置・水浄化用装置）
・代理店を通じ装置の販売を行っているが、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。マレーシ
アについては、日本人の知人が役員をしている現地企業と代理店契約を結び、インドネ
シア、タイ、ベトナム、シンガポール等手広い営業で好調である。（I 社・大気汚染防
止用装置・水浄化用装置）
(6)優れた技術、オンリーワン技術の認知度向上、自社ブランドの確立
・米国での国際学会で講演したのをきっかけに米大手樹脂メーカーからの評価を得て合
弁事業に発展、また後に韓国大手製紙メーカーとの合弁事業に至った。（B 社・環境対
応型素材）
・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。（J 社・環境測定・分析・監視用装置）
・ユーザーとなる研究者との直接のパイプづくり、ブランド力の向上のため、国内外の
学会に参加している。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。（H 社・環境測定・分析・監視用装置）
(7)海外事業の中核となる人材の確保と育成
・進出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。（B 社・環境対応型素材）

21

・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。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。（I 社・大気汚染防止用装置・水浄化用装置）
・当社には商社部門があり、初めて海外（オランダ）メーカーと日本総代理店契約を締
結した際、英語が堪能な社員を採用した。そのオランダメーカーは技術的にも、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となり、当
社が積極的に海外進出へ取り組むきっかけとなった。（H 社・環境測定・分析・監視用
装置）
・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外国人研究
員の採用を行ってきた。（J 社・環境測定・分析・監視用装置）
(8)国内外の支援機関、金融機関の支援策の活用等
・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、
それは現地の支援機関から推薦を受けた。（B 社・環境対応型素材）
・金融機関は資金面の支援だけでなく、マッチング機能もあるため大変ありがたい。海
外情報にもネットワークがあって有効に活用すべき。（B 社・環境対応型素材）
・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。（H 社・環境測定・分析・監視用装置）
・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。
（H 社・環境測定・
分析・監視用装置）
・経営者が国立研究開発法人産業技術総合研究所（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。（J 社・環境測定・分析・監視用装置）
・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。それをきっかけに連携が進み、JICA の「中小企業海外展開支援事業～案件化調査
～」に採択された。（D 社・大気汚染防止用装置）
・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

22

ーカーが繋ぎをしてくれた事もあり、シンガポールの政府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。（G 社・排水処理用
装置）
(9)その他
・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た信頼性アピールの材料となる。
（E 社・土壌浄化サービス）
・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（J 社・環境測定・分析・監視用装置）
・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、米国の土壌学会へ参
加。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。（H 社・環境測定・分析・監視用装置）
３－１－４．アジア地域進出後の事業拡大に向けた課題克服の要因
３－１－２．で述べたとおり、広域関東圏において産業公害防止等技術を保有する中小
企業は、近年特に海外進出に意欲的であるが、アジア地域への進出を果たしても、海外と
の取引にかかる売り上げについては 6 割近い事業者が伸び悩んでおり、アジア地域の市場
開拓の難しさがうかがえる。
３－１－４－１．海外進出後段階

～アンケート結果～

海外に進出した後の段階において、昨年度調査で多く挙げられた 3 つの課題について、
その克服に役立った機関・事項をアンケートした結果は以下のとおりである。
[海外進出後段階における 3 つの課題]
課題１

現地の有力な事業パートナーと連携し、事業活動を進めることができていない

課題２

現地トップを任せられる信頼できる進出国出身者がみつからない（対ローカル
企業の場合）

課題３

技術の漏洩、知的財産権保護への対策が不十分
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アンケートにおいて、課題克服に役立ったと考える機関・事項を回答した事業者数は、
課題１が 10 社、課題２が 9 社、課題３が 9 社と進出可能性調査段階等と比較し少なかった。
課題１の回答数は現地商社（3 件）、国内商社(2 件)、JETRO(2 件)、同業他社との連携
（2 件）の順で多かった。課題２の回答数は現地商社が 2 件、JETRO が 2 件であり、その他
が 4 件であった。課題３では現地商社が 3 件、JETRO が 2 件でその他の回答はほとんどなか
った。
国内商社や現地商社、他企業との連携など方策を模索し課題解決に繋げている状況がう
かがえる一方、JETRO を活用している事業者がいるものの、国や自治体による支援体制が手
薄である現状が浮かび上がった。
課題 1 現地の有力な事業パートナーと連携し、事業活動を進めることができていない
図 3-1-16 海外進出後段階の課題の克服に役立った機関・事項①
※回答企業数 10 社（複数回答可、n=15）
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課題 2 現地トップを任せられる信頼できる進出国出身者がみつからない
（対ローカル企業の場合）
図 3-1-17 海外進出後段階の課題の克服に役立った機関・事項②
※回答企業数 9 社（複数回答可、n=12）

課題 3 技術の漏洩、知的財産権保護への対策が不十分
図 3-1-18 海外進出後段階の課題の克服に役立った機関・事項③
※回答企業数 9 社（複数回答可、n=10）
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３－１－４－２．海外進出後段階における取り組み事例

～ヒアリング結果～

ヒアリングを通じ得られた、海外進出後の段階における課題解決の取り組み等について以
下のとおり整理した。
(1) 現地の有力な事業パートナーとの連携
・現地において、進出後のビジネスを円滑に進めるために信頼できる提携先の確保は大
切である。（E 社・土壌浄化サービス）
・重要な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。（B 社・環境対応型素材）
(2) 海外事業の中核となる人材の確保と育成
・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。（E 社・土壌浄化サービス）
・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
に活躍している。（B 社・環境対応型素材）
(3)新たな販路の開拓
・電気使用料等、操業コスト面を考えると海外にならざるをえない。ビジネスルール
が、ある程度通用する先進国とのジョイントベンチャーが望ましい。（B 社・環境対
応型素材）
・ビジネスモデル自体を製造から、ノウハウの提供いわゆるライセンシング契約に変
更した。そうすれば、企業経営に余計な負担がかからない。（A 社・各種液体再生用
装置）
・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。（J 社・環境測定・
分析・監視用装置）
・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の直接取
引に繋げた。（J 社・環境測定・分析・監視用装置）
・日本の企業が海外進出をする際に、当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が最もうまくいっている。（G 社・排水処理用装置）
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(4)技術の漏えい、知的財産権保護対策
・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事業へ転換。現在、
6 カ国・地域でビジネスモデル特許を取得している。（A 社・各種液体再生用装置）
・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。（I 社・
大気汚染防止用装置・水浄化用装置）
(5)政策動向への対応
・進出国の法制度は、急に変わることもあり注意が必要。制度変更に詳しい現地の専
門家等から情報を得る必要がある。（C 社・大気汚染防止用装置）
(6)現地取引先の装置・製品の品質や環境保全への理解
・当社が取り扱うバイオ製剤は、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たもの。また、
このバイオ製剤を利用した汚染土壌の改良方法について、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。（E 社・土壌浄化サービス）
・自浄再生するバネ式フィルターを利用した当社の汚濁水濾過システムは、国土交通
省の NETIS に登録されている（F 社・排水処理用装置）
・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。（H 社・環境測定・分析・監視用装置）
・排水処理等コストがかかる環境規制対応を守っているのは極端に言うと日系企業だ
け。ほかのローカル企業は、排水垂れ流しの状態。中国が、オリンピックで少し変わ
ったように東南アジアの国々も変わるための何かのきっかけが必要である。（G 社・
排水処理用装置）
(7)リスク管理
・リスク管理は、経営者にとって絶対に必要である。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。（B 社・環境対応型素材）
・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。（G 社・排
水処理用装置）
・韓国では、会社の金を公私混同して使ってしまうことが多々あり、当社もトラブル
を経験した。そのため、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。（B 社・環境対応型素材）
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３－１－５．産業公害防止等技術を保有する中小企業のアジア地域への海外展開事例から
見える傾向
アンケート結果とヒアリング結果から、広域関東圏の中小企業は海外展開に意欲的であ
り、近年特に、海外展開を開始する中小企業が増加しているが、全売上高に占める海外売
上比率が 1 割未満とする事業者が約 6 割と、アジア地域に進出したとしても会社全体の売
り上げに大きくは寄与しない事業者が多い現状が浮かび上がった。ここでは、産業公害防
止等技術を保有する中小企業のアジア地域への海外展開事例から見える傾向を整理する。
３－１－５－１．海外展開の形態
今回調査した中小企業の海外展開における取引形態としては、「間接貿易」「直接貿易」
「代理店・販売店取引」「半製品輸出による海外現地生産」「外部委託による海外現地生
産（委託生産）」「内製による海外現地生産（自社生産）」と様々な形態がみられた。ま
た、進出形態としては、少数ではあるが「支店」「現地法人（合弁）」といった形態がみ
られた。
さらに、アンケートの結果、他社と合同で海外進出したと回答したのは 12 社、自社単独
で進出したと回答したのは 45 社であり、単独で海外展開を図る事業者が多かった。
中小企業庁がまとめた各形態のメリット・デメリットを以下に示す。
表 3-1-5 海外展開における各取引形態・進出形態のメリット・デメリット
【海外展開における取引形態】
1.間接貿易（国内商社等を通じた取引）
[メリット]専門業者に任せることで貿易取引におけるリスク（カントリーリスク、取引先の
信用リスク、為替変動リスク等）を低減できる
[デメリット]商社等に対して支払う費用負担（手数料等）が発生する
情報の入手が間接的となり、商権も固定化される
2.直接貿易
[メリット]商社等に対して支払う費用が不要となる
海外の輸出入者と直接交渉することにより、タイムリーな海外市場（価格や流行等）
の状況把握が可能となる
貿易に関するノウハウの蓄積や貿易に精通した社員の育成が可能となる
[デメリット]貿易取引におけるリスクを自社で負担する必要がある、貿易に関連する法律（外
為法、関税法等）の知識を自社で把握することが必要となる
貿易実務を行う人材、インフラ等の体制整備や通関・物流を行う物流業者の選定が
必要となる
3.代理店・販売店取引（海外企業と代理店又は販売店契約）
[メリット]不慣れな海外での販路開拓は困難を伴うが、代理店・販売店のネットワークを活
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用することにより、展開スピードを早められ、展開地域を広げることができる
[デメリット]価格や販売方法が代理店・販売店任せとなり品質管理・価格管理が難しくなる
信頼できるパートナー探しに手間がかかる
4.半製品輸出による海外現地生産
[メリット]一貫生産を行わないため、初期投資費用を抑えることができる
[デメリット]輸送費などのコスト増加についても検討する必要がある
5.外部委託による海外現地生産（委託生産）
[メリット]多大な設備投資が不要
経営の柔軟性が確保できる（組織のスリム化等）
供給側の優れた製品を自社の製品として販売できる
[デメリット]製造ノウハウが内部に蓄積されず、技術やノウハウが流出する可能性がある
内製に比べて柔軟な対応への融通がききにくい
6.内製による海外現地生産（自社生産）
[メリット]製造ノウハウが内部に蓄積される
[デメリット]多大な設備投資が必要
【海外展開における進出形態】
1.駐在員事務所
現地での営業権を持たず、日本本社の一部として連絡業務、情報収集、市場調査、販売代
理店の支援などを行う。
[メリット]営業活動を行わないため、法人税が課税されない
税務申告が不要のため、それに係る事務負担が伴わない
[デメリット]営業活動（契約、売買、金銭授受）が禁止されている
2.支店
日本本社と同一法人で、営業活動が可能だが、日本本社が支店の法律行為についてもすべて
責任を負う。決算も日本本社と支店とあわせて日本で行われる。国によってかなり法律が異な
っており、設置が認められていないことや、外資の出資比率に制限のある分野での活動ができ
ないことがある。※中小企業の支店設立はトラブルが多く注意が必要。
[メリット]資本金が不要，本社から支店宛ての送金が容易，契約当事者・各種代金送金の当
事者となることが可能
[デメリット]本支店勘定の合算等会計処理が煩雑，余剰資金の本社送金が煩雑（会計監査・
納税義務等），支店の行為の責任が本社にも及ぶ
3.現地法人（独資）
自社の出資のみで会社を設立する完全子会社。国や事業内容によっては、外資 100％の企業
設立が認められないこともある。
[メリット]自社の裁量で会社経営ができる，利益配分の必要がない，海外進出において失敗
する原因の一つである合弁相手との紛争を避けることができる
[デメリット]合弁と比較して負担する投資額が大きく、リスクが大きくなる
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不慣れな土地での政府機関との折衝や販売網の構築を独自に行う必要がある
4.現地法人（合併）
進出先国の企業と共同出資を行って設立する会社。信頼できるパートナー探しが成功の鍵
となる。国や事業内容によっては、外資の出資比率が制限されていることもある。また、出資
比率も目的に応じて検討する必要がある
[メリット]合弁相手と分担することにより、投資額とリスクを軽減できる
合弁相手の政治力、販売力や設備、ノウハウを活用した経営ができる
[デメリット]合弁相手の選択が難しく、新興国では資金力などの点で信頼に足る相手が少な
いなどの難点がある
会社経営方針や配当方針を巡る紛争も考えられ、解散・撤退の際にトラブルにな
ることもある
出展：中小企業庁 HP

ミラサポ「海外展開早分かりガイド」

ヒアリングにおいて、問題が発生したケースとしては、次のような事例が挙げられた。
Case1.直接貿易
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。（J 社）
Case2.半製品輸出による海外現地生産
現地（タイ）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
ながら製作しているが、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。（C 社）
Case3.外部委託による海外現地生産（委託生産）
中国において装置製造を手がけたが、上手く行かなかった。その要因として中国製の製
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
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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。（A 社）
Case4.現地法人（合併）
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、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。（B 社）

３－１－５－２．海外展開における各課題への対応
（1）海外展開準備段階
海外展開の準備段階における中小企業の取り組みについて、アンケート及びヒアリング
調査結果を以下のとおり整理した。
進出国の商習慣や事業環境の把握
有効活用

豊富な経験と実績を有する現地商社・国内商社、JETRO、コンサルタント、
商社等の OB 等の活用が有効

大切な点

経営者自らがその国へ赴き調査する等、現地の常識を知ることが重要
現地パートナー企業から情報収集する

注 意 点

納期に対する考え方の違い、輸送能力、加工精度、現地における技術盗用
等
現地企業との取引においては責任の所在を明確にする

進出国の法律、規制等の把握
有効活用

JETRO、JBIC

大切な点

現地の法制度、現地情勢に精通した現地の専門家（弁護士等）を活用する
経営者自らよく学び調査しておく

注 意 点

現地企業との契約締結において、日本の国際弁護士は、現地事情に精通す
る現地の弁護士と比べ交渉力に欠けるケースがある
進出国の法制度は、急に変わることもあり注意が必要
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信頼できる現地パートナーの確保
有効活用

JETRO、現地商社、国内商社、展示会

大切な点

パートナー探しのために、現地の大きな展示会や国際的な会議、研究会、
学会等を積極的に活用
現地の一流企業を選ぶこと
経営者が相手を「見る目」を持っておくこと

注 意 点

現地の一流企業ではない場合（ベンチャー企業など）、ハイリスクである
ことを認識すべき
国内商社等と連携する場合、出張ベースで対応するようなところは、手厚
いサポートは期待できない

現地での販路や調達先ネットワークの構築
有効活用

国内商社、現地商社、展示会、現地支店の設置、現地領事館、自治体等の
現地支援拠点、現地日系企業間のネットワーク

大切な点

国内商社のルート活用や国内大企業との連携は中小企業にとってリスクが
小さく確実性が高い
中国では商売の成否は人的ネットワークによるところが大きいため、頻繁
に現地に訪れ信頼関係を構築し、人的ネットワークを拡大していく
経営トップによる現地官公庁への直接的な売り込みは効果的
進出国の政府機関と良い関係を構築すること

注 意 点

展示会は、販売・サポートまでの流れを想定し、代理店等を準備してから
出展しなければ、効果は薄い
現地企業の信用調査等リスク管理は絶対に必要

優れた技術・オンリーワン技術の認知度向上、現地での自社ブランドの確立
有効活用

展示会、現地商社、国内商社、JETRO

大切な点

現地の大きな展示会や国際的な会議、研究会、学会等に積極的に参加
ホームページ上に、ターゲットとなる国の言語で製品紹介を掲載

注 意 点

進出国における特許や商標登録の必要性

海外事業の中核となる人材の確保と育成
有効活用

商工会議所（OB 人材の紹介）、国等の研究機関

大切な点

海外事業経験のある OB 人材を積極的に活用
優秀な留学生や研究機関で勤務する外国人研究員を採用

注 意 点

言葉の壁により海外からの直接のオファーに対応できないケース多数
海外展開をするのであれば、英語を使える人材は必須
技術を習得した人材の流出
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進出国の政府関係者とのネットワーク構築
有効活用

JETRO、JICA、現地商社、国、自治体、支援機関

大切な点

大手企業による紹介や支援機関からの紹介、現地の総領事館の活用等、ア
プローチは様々

中小企業が海外進出をするにあたり、JETRO を活用している例が多かった。特に、初期
段階での課題としての現地の商習慣や事業環境、法規制等については、JETRO や現地商社、
国内商社からよく情報を収集していた。また、現地における販路開拓、ネットワーク形成
にあたっては、信頼のおける事業パートナーの存在が重要であり、国内商社の活用のほか、
積極的に展示会へ出展または国際的な研究会・学会等へ参加している現状を把握した。
近年の海外展開に取り組む中小企業の増加は、こうした現地情報や事業パートナーをみ
つけるためのノウハウについて、中小企業が入手し易い環境になってきた事も要因の一つ
と考えられる。
なお、現地情報の入手については、第 2 回勉強会でも取り上げているので参照されたい。
（2）海外進出後段階
アンケートによると、海外売り上げ比率が 10%未満と回答した事業者が全体の 57%を占め
た。続いて、10～30%未満との回答が 24%であった。海外進出をしても、会社全体の売り上
げに大きくは寄与していない事業者が多いことが分かった。
一方、過去 5 年と比較し、現在の海外売り上げが「増加した」と回答した事業者が 41%
であり、「変わらない」が 43%、「減少した」が 13%であった。今後の展望としても、拡大
すると考えている事業者が多い。
過去 5 年の間に海外進出した事業者が多いことを考慮すると、現在の海外売り上げ比率
が少ないとしても、年数を重ね今後拡大していくことは十分期待できる。
しかし、売り上げの推移が「変わらない」「減少した」とした事業者が合計で 56%であっ
たことから、海外事業が伸び悩んでいる事業者も多いことが浮かび上がった。
アンケート結果において、海外進出後に役立った機関・事項への回答数は、海外進出前
に比較し少なかった。海外進出後における国や支援機関等の支援体制があまり整っていな
い、もしくは知られていない、中小企業にとって活用しにくいといった要因がある事が予
想される。中国へ事業展開をしている事業者からは、「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。」
との意見もあった。
海外進出後のサポート体制の一層の充実が求められている。
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３－１－５－３．中小企業の産業公害防止等技術の海外展開
中小企業が海外で展開する産業公害防止等技術について、ヒアリングした事例を紹介す
ると共に、アジアの主要国における技術ニーズ等について環境省等がまとめた内容を例示
する。
（1）大気汚染防止技術
Case１

黒煙除去装置

再生処理が可能なセラミックフィルタを用いた、ディーゼル車の黒煙除去装置を開
発。フィルターに溜まったススを、再生装置を用い燃焼処理する事で、繰り返し半永
久的に使用可能とした。また、どんな車両や建設機械でも後付けが可能。中国やマレ
ーシア等、アジア地域からの引き合いが多数。（D 社）
Case2 ボイラー等の燃費削減装置
磁力を活用したボイラーや自動車、船舶専用の燃費削減装置を開発。燃料系の配管
に取り付け、
分子間力により集まった状態の燃料分子を磁力でばらばらにすることで、
燃焼効率を向上させるというもの。国内及び現地商社と代理店契約を結び、各国へ販
売している。（I 社）
Case3 電気集塵機
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。高い集塵効率を発揮できるよう、現地において顧客のニーズに合わせカスタマイ
ズ対応している。（C 社）
表 3-1-6 アジアにおける大気汚染防止技術ニーズ
国

技術ニーズ
･中小企業（小型製鉄所）の小型ボイラーの二酸化硫黄（SO2）、窒素酸化物（NOx）、
粒子状物質（PM10）などの削減
・脱硫脱硝技術及び設備
・フィルターや関連の設備技術
・汚染物排出のオンラインモニター技術及び設備
・自動車由来の大気汚染物質の制御技術

中国

・環境負荷の少ない車両の開発
<NOx 抑制技術>
・高効率低 NOx バーナ
・セメント焼成用高効率低 NOx バーナ
（火力発電所での低 NOx 燃焼技術は継続的なニーズが存在すると予想されるが、
既に国産技術が開発・導入されており、さらに高効率の技術であれば、可能性
あり）

34

国

技術ニーズ
（セメントキルンからの NOx 削減対策として低 NOx バーナ（低空気比運転、NSP
(ニューサスペンションプレヒーター)方式キルンの採用、石炭及び原料フィー
ド量の調節などのほか））
<NOx 除去技術>
・SCR（選択還元触媒）
・触媒再生技術
（火力発電所用、セメント焼成炉向けの触媒の需要が増大）
（触媒の寿命が 5～10 年とすると、2015 年頃から、石炭のような灰分の多い燃
焼ガス中で使用した排煙脱硝触媒を再生する技術へのニーズが増大）
（工業用ボイラー向けの低温 SCR 技術）
<NOx モニタリング技術>
・排ガス自動計測器（データ送信できる CEMS（連続モニタリングシステム）の
設置、使い方指導、メンテナンス）

インドネ
シア

・集塵装置
・関連機器及び高層煙突、排ガス処理装置
・重油脱硫装置及び排煙脱硫装置
･中小企業（小型製鉄所）の小型ボイラーの二酸化硫黄（SO2）、窒素酸化物（NOx）、
粒子状物質（PM10）などの削減

ベトナム

・排ガス処理装置
・集塵装置
・排ガス処理装置
・関連機器＋高層煙突
出典：日本の環境対策技術のアジア展開に向けて（環境省 HP）

（2）排水処理、水浄化技術
Case1 自浄再生型バネ式フィルター
耐食ステンレス線で作られた自浄再生型バネ式フィルターを開発、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。（F 社）
Case2 各種液体ろ過再生装置
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。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。（A 社）
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表 3-1-7 アジアにおける排水処理、水浄化技術ニーズ
国

技術ニーズ
・工業団地内の工場排水、生活排水の処理、排水回収再利用技術
・湖沼に流入する工場や生活排水の処理
・排水処理設備・ 中水のアルカリ化
・工業用水の節水検査及び技術サービス

中国

・都市汚水、鉱業活動での排水などの利用及び代替水資源の開発技術
・クローズド排水技術
・汚泥処理技術及び設備
・高度有機排水処理技術及び設備
・水浄化技術
・水のリサイクル
・リユースにおけるクローズドシステム
・塗装業の汚泥、石油産業の排水処理技術
・運転コストが安い生物分解性処理技術
・繊維産業の排水処理技術

インドネ ・家庭排水に対応した浄化槽（島しょ地域）
シア

・違法採掘、鉱業活動によって発生する排水中に含まれる重金属の回収
・処理排水のリサイクル技術
・産業系の排水処理装置
・上水供給関連ビジネス
・下水道インフラ建設事業
・下水道や産業系の排水処理対策の運用
・工業団地内の工場排水、生活排水の処理、排水回収再利用技術
・工場排水の処理装置
・水処理と汚泥処理施設の機械・電気装置

ベトナム ・し尿処理用浄化槽
・上下水道のインフラ・施設・設備
・排水処理装置・運営
・下水道整備
出典：日本の環境対策技術のアジア展開に向けて（環境省 HP）
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（3）土壌汚染対策技術
Case1 複合バイオ製剤を用いた土壌浄化
微生物や菌類がもつ分解能力を利用する「バイオレメディエーション」手法により、
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う。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、中国や中東において
事業展開している。（E 社）

表 3-1-8 アジアにおける土壌汚染対策技術ニーズ
国

技術ニーズ
・工業地域における重金属汚染対策技術

中国

・化学肥料の過剰使用による農用地改良技術
・農薬による農用地汚染対策技術

・無機肥料の過剰投与による農用地改良技術
ベトナム ・農薬による農用地汚染対策技術

・工業地域近隣土壌中の重金属汚染対策技術
・農薬、肥料による汚染浄化技術
インド

・鉱山付近の汚染を浄化する技術
・工業地域の有機物質、金属等による汚染浄化技術
出典：平成 22 年度 海外の環境規制・環境産業の動向に関する調査報告書（平成 23 年 3
月株式会社三菱総合研究所）、日本の環境対策技術のアジア展開に向けて（環境省 HP）
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３－１－５－４．ビジネスモデルに見る、中小企業の海外展開
ヒアリング調査により得られた、中小企業の海外展開にかかる「直接貿易」「代理店取
引」「現地法人設立（合弁）、現地自社生産」の 3 つのビジネスモデルについて、その成
功のポイントを整理した。
Case1 直接貿易によるケース

直接貿易では、「商社等に対して支払う費用が不要となる」「海外の輸出入者と直接交
渉することにより、タイムリーな海外市場（価格や流行等）の状況把握が可能となる」「貿
易に関するノウハウの蓄積や貿易に精通した社員の育成が可能となる」といったメリット
が挙げられている一方、貿易実務を行う人材の確保が必要であり、また貿易に関連する法
律（外為法、関税法等）の知識を自社で把握することが必要となる。上記の事例では経営
者が中国出身者であるため、言葉の壁がなく必要な情報を直接取ることが可能であったこ
と、留学生や研究機関の外国人研究員を積極的に採用し、人材育成に力を入れた事で貿易
に関する知識を持つ人材が育ったこと等が、課題を克服の要因と考えられる。
また、人的ネットワークの構築、販売ルートの確保が非常に重要であるが、上記の事例
では母国ではあるもののネットワーク構築は容易ではなく、幹部が頻繁に現地を訪問し人
脈づくりの努力を続けることで課題を克服している。
貿易取引におけるリスクは自社で負担する必要がある。上記の事例では高額な装置の輸
送を日本の大手商社に委託したところ到着した装置が壊れていたというトラブルがあった。
貿易実務のためのインフラ等の体制整備や通関・物流を行う物流業者の選定が重要となる
と共に、カントリーリスク、取引先の信用リスク、為替変動リスク等の様々なリスクを想
定しておく必要がある。
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Case2 代理店取引によるケース；国内及び海外企業との代理店契約

代理店取引では、代理店のネットワークを活用することにより、展開スピードを早めら
れ、展開地域を広げることができるというメリットが挙げられる一方、「価格や販売方法
が代理店任せとなり品質管理・価格管理が難しくなる」「信頼できるパートナー探しに手
間がかかる」といったデメリットが挙げられている。上記の事例では、国内大手商社の他、
信頼できる日本人が役員を務める現地企業を活用するなど、人脈をうまく活用しパートナ
ーの選定をしている。また、ビジネス経験が豊富な海外人材を確保したことにより、海外
からの問い合わせ対応をスムーズに行える他、現地企業との代理店契約の際には信頼性に
ついて目利きが出来たといった点が課題克服の要因と考えられる。
Case3 現地法人（合弁）設立、現地自社生産によるケース

合弁による現地法人の設立については、「合弁相手と分担することにより、投資額とリ
スクを軽減できる」「合弁相手の政治力、販売力や設備、ノウハウを活用した経営ができ
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る」といったメリットが挙げられる一方、「合弁相手の選択が難しく、新興国では資金力
などの点で信頼に足る相手が少ない」「会社経営方針や配当方針を巡る紛争も考えられる」
といった懸念が挙げられる。上記事例は、米国及び韓国の大手メーカーとの合弁であるが、
経営者によると、「ビジネスルールがある程度通用する先進国との合弁が望ましい」とし
ている。また、当初不利な契約を結んでしまったものの、経営者自ら州法を学び直接交渉
したことで、契約を是正できた事が、後の事業の成功の要因と考えられる。
製造業のビジネスモデルとしては、上記のような装置等の販売にかかる取引形態が主流
であるが、環境関連装置のビジネスについては、これまでみてきたように、アジア各国の
環境関連法の整備と執行体制の状況に大きく左右される。
また、前項で挙げたように、公害防止等技術ニーズとして様々な技術が想定されている
が、事業者からは「政府は大規模投資に環境汚染解決よりも経済成長を優先している」「市
場は大きいはずなのに、顕在化しない」「技術は高いが価格も高い日本の環境関連装置に
は競争力がない」といった悲観的な意見も聞かれる。
現地の環境問題の解決に向け、例えば環境サービスのノウハウが蓄積されている日本の
自治体と連携し、現地の行政に対し技術とサービスをパッケージにして提案していく等、
様々なアプローチを検討していくことも必要である。
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３－２．アジア各国の環境規制
インドネシア、シンガポール、タイ、ベトナム、マレーシアの環境保全法規制について以
下のとおり整理した。
３－２－１．インドネシア
（1）法律/Act

政令/Government Regulation
表 3-2-1 インドネシアの環境規則の体系

大気

大気汚染防止に関する政令
Government Regulation of the Republic Indonesia (No.41, 1999)

水質

水質汚濁の防止に関する政令
Government Regulation of the Republic Indonesia (No.20, 1990)

廃棄物

有害廃棄物の管理に関する政令
Government Regulation of the Republic of Indonesia concerning Hazardous
and Toxic Management(No.19,1994)

環境アセ

環境影響評価に関する政令

スメント

Government Regulation of the republic of Indonesia concerning
Environmental Impact Assessment(No.51,1993)

（2）大臣令
表 3-2-2 インドネシアの大気・水質に関する基準体系
大気

・固定発生源に係る排出基準に関する環境担当国務大臣令
Decree of the State Ministry of the Republic of Indonesia concerning
Emission Standards for Stationary (KEP-13/MENLH/3/1995)
・自動車排出ガスの基準に関する環境担当国務大臣令
Decree of the State Minister for Environment of the Republic of Indonesia
concerning

水質

Motor Vehicles Exhaust Gas Standards (KEP-35/MENLH/10/1993)

産業排水の基準に関する環境担当国務大臣令
Decree of the State Minister for Environment of the Republic of Indonesia
concerning Quality Standards Of Liquid Waste for Industry Activities
(KEP-51/MENLH/10/1995)
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（3）環境法令の概況
インドネシアの環境法制の最上位法は「環境管理法」（Act of Republic of Indonesia
concerning Environmental Management (No.23,1997)」1である。大気については、「大気
汚染防止に関する政令」2、水質については「水質汚濁の防止に関する政令」3、廃棄物につ
いては「有害廃棄物の管理に関する政令4がそれぞれの分野における柱となる法令となって
いる。
近年では、任意の環境プログラムとして導入されている、大気、水質、廃棄物各分野に
おける環境法令順守状況を評価する仕組みである PROPER（環境法令順守状況評価プログラ
ム） が活用されている。
３－２－２．シンガポール
（1）法律/Act
「環境汚染管理法」
Environmental Pollution Control Act (Chapter 94A) (Revised Edition 2000)
（2）規則/Regulations
表 3-2-3 環境規則の体系
大気

環境汚染管理法
Environmental Pollution Control Act

水質

排水規則
Environmental Pollution Control (Trade Effluent) Regulations

廃棄物

有害産業廃棄物管理規則
Environmental Public Health (Toxic Industrial Waste) Regulations

環境アセ

－（無）

スメント
なお、シンガポールでは、大気及び水質に関する排出規制があるが、土壌に関する排出
規制はない。
（3）環境法令の概況
環境に関する基本法は、1999 年に制定された環境汚染防止法(Environmental Pollution
Control Act)である。その後、2000 年、2002 年の改定を経て、2008 年に環境保護管理法

1

1982 年法律第 4 号を、1997 年法律第 23 号にて大幅改訂。2009 年に再び改正され、10 月 3 日付けで新法
が公布・施行。
2
（1999 年政令第 41 号）関連するガイドラインを省令で規定。
3

（2001 年政令第 82 号）関連するガイドラインを省令で規定、本政令に基づき環境基準を設定。

4

（2008 年第 18 号）。
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（Environmental Protection and Management Act）5と改名された。同法には、大気汚染管
理、水質汚染管理、有害物質管理のパートがあり、その下に各規則がある。なお、水域に
ついては、下水・排水法、廃棄物に関しては、環境公衆衛生法がそれぞれ関係している。
また、グリーンプラン6によって、パフォーマンス指標を設定して、汚染防止（Prevention）、
法規制の執行（Enforcement）、環境監視（Monitoring）を柱とした施策を行っている。
３－２－３．タイ
（1）法律/Act
「国家環境保全推進法」
The Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2535
（2）規則
表 3-2-4 環境規則の体系
大気

・国家環境保全推進法
The Enhancement and Conservation of National Environmental Quality
Act, B.E. 2535
・工場法
The Factories Act B.E. 2535

水質

・国家環境保全推進法
The Enhancement and Conservation of National Environmental Quality
Act, B.E. 2535
・工場法
The Factories Act B.E. 2535

廃棄物

・国家環境保全推進法
The Enhancement and Conservation of National Environmental Quality
Act, B.E. 2535
・有害物質法
The Hazardous Substances Act B.E. 2535
・工業団地法
Industrial Estate Authority of Thailand Act B.E. 2522

5

シンガポール法典第 94A 章。

6

1992 年に最初に作成され、持続可能な社会を実現するさまざまな戦略が盛り込まれた。現在では、クリ
ーンテクノロジーの活用や環境技術の開発促進によって産業分野からの環境負荷をさらに減らすとともに、
資源の保全に向けて例えば、①最新技術を利用した海水の淡水化や下水の再生利用といった造水事業の実
施、②廃棄物排出量の削減やリサイクルの促進、③エネルギー効率の向上といった項目を挙げている。
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（3）環境法令の概況
環境法規制に関して、規制当局は天然資源・環境省であり、執行部門として、公害管理
局（Pollution Control Department（PCD））、環境政策計画事務所（Office of Environmental
Policy and Planning（OEPP））、環境質促進局（Department of Environmental Quality
Promotion（DEQP））が設置されている。
環境汚染に関する法の執行については、公害管理局が主管しており、水質、大気質、土
壌に係る汚染防止、騒音防止、化学物質及び有害物質の管理、廃棄物管理等について、法、
省令、告示等による法規制に基づく執行、管理、監視、情報開示などを行っている。
なお、工場に関しては、工業省の工業局が、工業団地については工業団地公社が主管し
ており、工業局には産業廃棄物を管理する工業廃棄物管理部（Industrial Waste Management
Bureau）と工場廃水を管理する水技術・工業汚染管理部（Water Technology and Industrial
Pollution Management Bureau）がある。
なお、環境法規制の上位法は「1992 年国家環境保全推進法」であるが、工場に対しては、
「1992 年工場法」7が上位法として制定されている。
３－２－４．ベトナム
（1）法律/Act
「環境保護法」Law on Environmental Protection
（2）規則
表 3-2-5 環境規則の体系
大気

環境保護法
Law on Environmental Protection

水質

・環境保護法
Law on Environmental Protection
・水資源法
Law on Water Resources No.17/2012/QH13

廃棄物

環境保護法
Law on Environmental Protection

7

工場法（Factory Act, A.D.1992）は工業省（MOI : Ministry of Industry）の工業局の管轄下にある工場
の操業を管理するもので、その担当大臣に対して補足的な規則を発行する権限を付与している。本法は工
場を業種と規模により三つのカテゴリーに分類している。カテゴリー1 の工場は、工場の操業者により直
ちに操業を開始することが許される業種と規模の工場である。カテゴリー2 の工場は、許可証発行権限を
有する者が操業開始の通知を受けた後に操業できる業種と規模の工場である。カテゴリー3 の工場は、設
立以前に操業許可を受けることを必要とする業種と規模の工場である。
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（3）環境法令の概況
ベトナムの環境法規制では、2005 年に改正された「環境保護法」8が最上位法である。
環境保護法は、環境保護に関わるあらゆる分野を対象としたもので、具体的には、環境
影響評価の要件、特定の活動の禁止、潜在的な環境法令違反への対処、政府責任の分担、
環境基準の策定、モニタリング及び検査システムの確立などの条項が含まれている。また、
同法は、環境保護活動や環境保護に関する政策及び資源、環境保護における組織、家庭、
個人の権利と義務を規定している。
環境保護法の下では、環境汚染もしくは環境劣化を引き起こす可能性のある組織、家庭、
個人は、法に基づき、引き起こした環境汚染もしくは劣化を改善し、補償を支払い、その
他の責任を負わなければならない。
水質については、「環境保護法」に加えて「水資源法」による規制があるが、大気およ
び廃棄物については個別法がなく、「環境保護法」がカバーしている。
３－２－５．マレーシア
（1）法律/Act
環境質法

Environmental Quality Act 1974（ACT 127）

（2）規則
表 3-2-6 環境規則の体系
大気

環境質法
Environmental Quality Act 1974（ACT 127）

水質

環境質法
Environmental Quality Act 1974（ACT 127）

廃棄物

・環境質法
Environmental Quality Act 1974（ACT 127）
・廃棄物及び公共清掃管理法
Solid Waste and Public Cleansing Management Act 2007

（3）環境法令の概況
マレーシアにおける環境に関する上位法は「1974 年環境質法（Environmental Quality
Act 1974（ACT 127）」であり、同法の執行は天然資源環境省の環境局（Department of
Environment：DOE）が担っている。
環境質法では、環境に影響を及ぼす物質の排出を制限しており、排ガス、排水、廃棄物、
騒音等に関して規制するほか、環境影響評価についても規定している。規定の土地、水、
土壌への排出、また基準値を超す振動が生じる場合に環境局長が発行する許可証を要する
8

1993 年 12 月に同国の環境政策の基本的な枠組みを示す環境保護法（LEP : Law on Environmental
Protection ）が国会で採択され、翌 1994 年 1 月 10 日に施行された。
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ほか、建物の建築、改造においても、その計画と設計内容に対して環境局長の許可を取得
することを義務付けている。
大気汚染防止規則以外の主な規則は 2000 年に入ってから制定されており、マレーシアに
では環境法規制が近年急速に整備されてきている。
３－２－６．参考とした資料
・ 平成 25 年度地球温暖化問題等対策調査事業「我が国製造業の海外展開ニーズが高い地
域の環境保全制度比較調査」報告書

平成 26 年 2 月

東京海上日動リスクコンサルテ

ィング株式会社
・ シンガポールにおける環境問題の現状と環境保全施策の概要（環境省）
表 3-2-7 国別環境規則の体系（まとめ）

インドネシア

シンガポール

タイ

ベトナム

大気

水質

廃棄物

大気汚染防止に関する

水質汚濁の防止に関す

有害廃棄物の管理に関

政令

る政令

する政令

1999 年政令第 41 号

2001 年政令第 82 号

2008 年第 18 号

環境汚染管理法

排水規則

1999 年政令第 9 号

1999 年政令第 9 号

1999 年政令第 9 号

国家環境保全推進法

国家環境保全推進法

国家環境保全推進法

1992 年制定

1992 年制定

1992 年制定

環境保護法

環境保護法

環境保護法

1994 年制定

水資源法

1994 年制定

有害産業廃棄物管理規
則

1994 年制定
マレーシア

環境質法

環境質法

環境質法

1974 年制定

1974 年制定

固形廃棄物及び公共清
掃管理法
2007 年制定
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３－３．海外ビジネス勉強会の開催
アンケート調査及びヒアリング調査を行った企業等を中心に、環境ビジネスの海外展開
に関する勉強会を開催した。勉強会には、外部講師 1 名を招聘して実施した。
３－３－１．第 1 回勉強会
日

時：2016 年 1 月 22 日（金）

15:00～17:00

場

所：三菱化学テクノリサーチ（会議室）

出席者：講師）JETRO アジア経済研究所

上席主任調査研究員

小島

道一氏

参加者）6 名
内

容：中小企業基盤整備機構「海外展開支援ハンドブック（後編）」の「はじめての海
外展開チェックリスト」に基づき自社分析を行い、問題点・課題等についての議
論が展開された。

【チェック項目と主な意見・コメント】
１．海外で必要となる中核人材の獲得と育成を行っているか
（意見・コメント）
・海外業務担当として新卒 3 名を採用。英語が使え、海外業務希望者。中国のパート
ナー工場対応を行っている。
・業界のキャリア人材を活用している。海外事業の経験豊富な OB 人材であり、良い人
材が知り合いの良い人材を紹介してくれ、非常に役立っている。
・大企業がリストラをすすめていた時期に、大手企業退職者を採用。しかし、何でも
やる中小企業に比べ大手企業は分業化しているため経験の幅が狭く、当社の期待と
はミスマッチであった。
・正社員を増やせないため、出向や行政のアドバイザー活用を検討したがうまく進ん
でいない。若手の育成が難しいと感じている。若手が主体的に外部の勉強会へ参加
できる、また資格を取得できるような環境づくりをしている。また、青年海外協力
隊へ参加させている。
２．マーケティング、開発設計、営業、顧客対応の自社体制ができているか
３．自社製品や技術に、オンリーワンの優位性があるか
（意見・コメント）
・独自技術が米国や韓国の大手企業から高い評価を得て、ジョイントベンチャーを設
立した。
４．自社製品や技術・製造コストに価格弾力性があるか
５．投資や運転資金が準備でき、金融機関からの支援があるか
（意見・コメント）
・金融機関を非常に活用している。取引先の紹介等、マッチングの機能もある。
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６．海外展開予定先調査のために何度も現地へ渡航しているか
（意見・コメント）
・信頼できるパートナーを探すため、何度も何度も足を運んだ。
７．海外展開予定国の国や地域別情報について理解しているか
（意見・コメント）
・タイの支援機関との交流を続けており、情報はそこから得ている。しかし、各国の
法規制やごみがどの程度排出されるのかに関する情報について、入手方法が分から
ない。
８．海外展開予定国の商習慣や規制について理解しているか
（意見・コメント）
・中国に対して、懐疑的。どこまで理解できているのかという悩みがある。展示会で
積極的に見せて欲しいと言われ対応すると、後に模造しようとする。
９．海外展開予定先での販路や調達先について見込先があるか
（意見・コメント）
・ごみ処理は、埋め立てから焼却へシフトしており、海外ニーズが自社の設備とマッ
チする可能性が出てきた。現地パートナーの確保について非常に苦労したが、何度
も足を運び、確保することができた。
１０．現地情報の入手先が多岐にあり、信頼できる現地パートナーがいるか
（意見・コメント）
・中国では信頼できるパートナー探しに苦戦した。何度も何度も足を運び、イメージ
を持って探した結果、良い会社が見つかった。しかし、信頼関係は浅く、ドライな
人間関係を保っている。
１１．海外展開予定国の税務や法律について理解しているか
（意見・コメント）
・米国でジョイントベンチャーを設立する際、契約関係を日本人の国際弁護士に依頼
したが、結果的にとても不利な契約となってしまった。現地の法律等を事前によく
学ぶ必要があると共に、現地の法律と地域情勢に詳しい現地の弁護士を活用するの
が良い。
１２．知的財産権（特許・意匠・商標）に関して対策を立てているか
１３．労務管理（雇用、就業、教育）について対策を立てているか
１４．取引に関わる契約書とその内容について理解しているか
１５．海外展開予定国での輸出入取引について理解しているか
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３－３－２．第 2 回勉強会
日時：2016 年 2 月 25 日（月）

15:00～17:00

場所：三菱化学テクノリサーチ（会議室）
出席者：講師）JETRO アジア経済研究所

上席主任調査研究員

小島

道一氏

参加者）5 名（内、4 名は第 1 回と同じ）
内容：東南アジア各国の環境状況の情報の入手：パソコンを利用しての検索練習
以下のような代表的な情報の入手サイトの紹介があった。
政府関連団体のサイト
JETRO

http://www.jetro.go.jp

JICA

http://www.jica.go.jp
JICA 報告書も、最近のものは、PDF 化され公開されている。
（JICA 図書館ポータルサイト参照。）
http://libportal.jica.go.jp/fmi/xsl/library/public/Index.html

地球環境センター

http://gec.jp.jp

(株)国際協力銀行

http://www.jbic.go.jp/ja

海外の貿易統計
UN-COMTRADE

http://comtrade.un.org/
品目コードは、6 ケタまでは国際的に共通。

World Trade Atlas

WTA、GTA 共に有料であるが、JETRO ビジネスライブラリー、アジア経

（WTA）

済研究所図書館では無料で利用できる。利用方法は、担当者が相談に

Global Trade

載ってくれるので、容易にアクセスでき検索が可能である。

Atlas （GTA）
なお、第 1 回と第 2 回を通した参加者の感想は以下のとおり。
・海外へ販売していくことの心構え、同じ目標を持った方々とお会いできたことがとて
も刺激になり、今後の海外事業推進にとても為になりました。
・知り合うことのなかった企業の方々と交流することができ、意見交換もできたことは
本当に有り難かったです。今後、こちらもさらに勉強し、掘り下げた勉強会があれば、
是非参加したいと思います。
・次回は、出席会社の目指す国を事前に伝えして、主催者側も事前調査いただき、ディ
スカッションできればと思います。
・これから進出したい人を対象にするか、進出したが失敗した人を対象とするか、現在
取組中の人を対象にするか、を明確にし、それぞれのステージに合せたテーマ設定と
経験あるアドバイザーを入れて、中期ステージで実施していくべきと思う。
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３－４．海外ビジネス海外展開シンポジウムの開催
３－４－１．シンポジウム概要
（1）開催趣旨
環境ビジネス振興や環境関連企業への支援に前向きな自治体・産業支援機関等と連携し、
「環境ビジネスシンポジウム」を開催した。先進事例から見える海外進出のノウハウにつ
いて情報提供を行った。
（2）参加者
88 名
（3）開催内容
項目

内容

開催日

平成 28 年 2 月 5 日（金）

開催会場

千代田区内幸町ホール

開催時間

13 時～16 時（約 3 時間）

基調講演

「環境ビジネスのアジア展開に向けた戦略」～ニーズをつかむために～
講師：JETRO アジア経済研究所
上席主任調査研究員

新領域研究センター
小島

道一氏
（補足資料５－３）

パネルディス
カッション

「アジアビジネスを成功に導くためのポイントは」
コーディネーター：JETRO アジア経済研究所
上席主任調査研究員

小島

道一氏

パネリスト：
株式会社環境経営総合研究所
株式会社ゼオテック
株式会社共立

代表取締役社長

代表取締役社長

代表取締役

上野

井上

松下

敬通氏

雅仁氏

賢美氏

（4）基調講演「環境ビジネスのアジアに向けた戦略」～ニーズをつかむために～
アジア諸国の環境問題の全貌を講演参加者が把握できるように、各国の環境パフォ
ーマンスや環境ビジネスの市場規模をマクロ視点から把握し、ミクロ的視点から各国
の大気や水等の環境状況の分析や各国政府や国民の環境問題への取組みの紹介があっ
た。
・マクロ統計でみるアジア諸国の環境パフォーマンス
・アジア諸国の環境ビジネスの市場規模
・アジア諸国の環境分野（＊）の状況
＊大気、水、廃棄物、リサイクル、再生可能エネルギー、省エネルギー
・アジア諸国の環境規制と環境問題への取組
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（5）下記のテーマについて、パネリストが経験を披露し、議論が行われた。
・海外のビジネス展開に当たっての苦労等
・外のリソース（現地の政府機関、日本の領事館、JETRO、中小機構等）の活用
・海外展開に向けた人材の確保あるいは育成

JETRO アジア経済研究所
上席主任調査研究員 小島氏

写真 1 基調講演
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株式会社環境経営総合研究所
代表取締役社長

株式会社共立

株式会社ゼオテック
代表取締役社長

松下氏

代表取締役

井上氏

写真 2 パネルディスカッション

３－４－２．参加者アンケートの分析結果
（1）アンケート結果の分析
①講演並びにパネルディスカッションが役に立ったかについて
「非常に参考になった」＋「参考になった」が 90%であった。
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上野氏

図 3-5-1 講演並びにパネルディスカッションが役に立ったか

②環境ビジネスの海外展開に関し、関心あるテーマについて（複数回答）
テーマによる関心の高低はあるが、多くの課題があることを回答されていた。
図 3-5-2 環境ビジネスの海外展開に関する関心テーマ
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（2）アンケートの自由記述欄のまとめ：「補足資料５－４」
以下に「①参考になった点など」と「②要望事項など」の点からまとめた。参加者から
の意見は、賛意を表す内容が多かった。
アンケート結果（①参考になった点など）
・データが参考になりました。
・各種の指標が大変参考になりました。
・海外展開における成功の条件：現地に行かなくては分からない。経営トップ自らが行
かなくてはならない事。
・アジア各国の情報がコンパクトにまとまっていた。
・タイの工業省から廃棄物の適正処理の通達が出ている点に興味を覚えた。
・アジア諸国の実情が分かりました。
・工場の公害対策について、施設は整備していても運営資金の工面が難しく稼働に至ら
ないケースがあることは興味深かった。
・3 社とも違った経験、大変興味深かった。
・数値データは各国の違い、多くの切り口で比較できて参考になった。
・汚職制御データなどは面白いデータであった。
・海外、特にアジアの現状について教えていただき有難く思いました。
・アジア地域における環境に対する考え方はまだ途上中にあること、また法制も難しい
状況にあることが分かった。
・アジアの環境ビジネスの現状・展望がわかり参考になった。ただ、現状の内、環境分
野の分類、日本企業の割合が知りたいと感じた。
・各国の状況を網羅して頂き有益でした。

アンケート結果（②要望事項など）
・海外展開の具体的な話が少なかった。
・ボリュームが多くて走り気味になったのは残念。
・もう少し各国の特徴対比が分かると良い。
・情報のとり方をもう少し詳しく説明しても良かったのではないでしょうか。
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３－５．環境ビジネスアライアンスセミナーの開催
環境ビジネスの海外展開を希望する地域の中小企業等が連携して、海外への新たなビジ
ネスチャンスの創出や拡大を図るため、環境ビジネスアライアンスセミナーを開催した。
本セミナーでは、セミナーへの参加企業（プレゼン企業）と、ビジネスアライアンスの
可能性のある企業とのマッチングを実施した。
なお、会場は「川崎国際環境技術展 2016」内のセミナースペースとし、国内外の環境技
術に関心の高い企業や政府関係者等との交流も併せて図った。
【川崎国際環境技術展】
開催日時：平成 28 年 2 月 18 日～19 日
場

所：川崎市とどろきアリーナ

特

徴：出展企業数 148 団体

10:00～17:00

来場者数 15,000 人

・アジア地域を中心に優れた環境技術を移転し、国際貢献を目指す
-海外から環境分野の関係者が集結する国際的なビジネスマッチングの場
-マッチングをサポートし、環境技術の海外への移転を促進する展示会
・ビジネスマッチングをサポート
-海外との商談では通訳やコーディネーターを配置
-展示会場において、顧客開拓や情報交換等異業種交流が可能

３－５－１．セミナー概要
開催日時：平成 28 年 2 月 18 日

13：30～16：30

場

所：「川崎国際環境技術展 2016」内セミナー会場

とどろきアリーナ

主

催：関東経済産業局

協

力：環境ビジネスアライアンスマッチングセミナー運営協議会
（協議会構成支援機関）特定非営利活動法人資源リサイクルシステムセンター（近畿）
公益財団法人国際環境技術移転センター（中部）
一般社団法人環境経営支援機構（東北）
九州地域環境・リサイクル産業交流プラザ（Ｋ－ＲＩＰ／九州）
（協議会構成地方経済局）東北経済産業局、関東経済産業局、中部経済産業局、
近畿経済産業局、四国経済産業、九州経済産業局、
内閣府沖縄総合事務局経済産業部

内

容：プレゼンテーター9 社が、持ち時間 15 分で、自社の製品や技術の紹介と希望す
るマッチングの形態についてプレゼンテーションを行った。開会挨拶の後に各社
のプレゼンテーションがあり、プレゼン後、面談希望者との個別面談を実施した。
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３－５－２．プレゼンテーション概要
プレゼンテーションを行った事業者とテーマは以下のとおり。
プレゼンテーション後、事前予約者および当日希望者との個別面談をセッティングし、
マッチングサポートを行った。
表 3-6-1 プレゼンテーション概要
時

間

13:40～13:55
13:55～14:10
14:10～14:25
14:25～14:40

14:40～14:55

15:05～15:20
15:20～15:35
15:35～15:50
15:50～16:05

企

業

プレゼンテーションテーマ

高砂工業株式会社

熱処理技術によるリサイクル事業の

(岐阜）

促進・開発

サイエンス株式会社

排熱回収ヒートポンプの展望と eco

（埼玉）

マルチヒーポン

株式会社トワード

「運転の見える化」エコドライブ推進

（佐賀）

システムツール Eco－SAM

東洋スクリーン工業株

ファインウェッジの応用開発と連携

式会社（奈良）

に向けて

株式会社グランテック

参加者
数(人)
34
35
29
25

砕石または間伐材を使用する、全く新
スクリュー・プレ

25

エネフォレスト株式会

空気感染対策殺菌装置「エアロシール

18

社（大分）

ド」

（富山）

ヱスケー石鹸株式会社
（東京）

しい地盤改良工法
ス工法

廃食油リサイクル石けんシステム

株式会社近江物産

高品位リサイクルで持続可能な社会

（滋賀）

の実現に貢献

株式会社ユニオン産業

バイオプラスチック ユニペレ

（神奈川）

UNI-PELE®

56

25
22
20

写真 3 商談風景
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３－６．調査委員会の設置
本事業を実施するにあたり、調査委員会を設置し調査内容全体の検討・決定、アンケー
ト調査・ヒアリング調査の内容の検討、シンポジウムの開催内容、調査報告書の内容の検
討等を行った。
・開 催 日：第 1 回
第2回

平成 27 年 11 月 11 日（水）
平成 28 年 2 月 22 日（月）

・開催場所：三菱化学テクノリサーチ会議室（東京都新宿区）
表 3-6-1 調査委員会
氏名
委員長

迫田

章義

委員

壁谷

武久

委員

糸長

真知

委員

慶田

一郎

委員

村田

利明

委員

石井

和博

所属・役職
東京大学生産技術研究所
産業環境管理協会

教授

製品環境部門副部門長

兼

地域支援ユニットユニット長
日本貿易振興機構
ものづくり産業部環境・インフラ課長
中小企業基盤整備機構
販路支援部シニアアドバイザー（国際化支援）
日本産業機械工業会

環境装置部部長

関東経済産業局
資源エネルギー環境部電源開発調整官
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４．おわりに
今回の調査対象である環境技術分野は、我が国での公害防止対策の歴史とともに多くの
中小事業者が技術開発に取り組んできた経緯がある。日本の環境技術は世界的にみても優
位性があり、優れた技術を持つ中小企業も多い。しかしながら、国内での需要はほぼ飽和
している9こともあり、環境技術を保有する中小企業は、海外、特に東南アジアを中心とし
たアジア地域の新たな市場に活路を見出そうとしている。
今回、アンケート調査及びヒアリング調査を実施し、広域関東圏の環境技術をもった中
小企業が海外進出に意欲的であり、既に多くの事業者がアジア地域における事業展開を進
めている、もしくは準備している事例を把握した。
海外進出にあたり、進出準備段階及び進出後の段階について、これまでも様々な課題が
挙げられている。例えば、異なる商習慣や事業環境への対応、市場規模の把握、海外事業
の中核となる人材の確保・育成、現地における信頼のおける事業パートナーの確保、現地
での自社ブランドの確立などの課題に苦労を重ねながらも柔軟に対応し、海外事業を継続
あるいは拡大している事業者の現状について把握することができた。
本調査を、関東広域圏の環境技術を持つ中小企業の皆様に、アジア地域への事業展開の
一助として活用していただければと考えている。

最後に、本調査の実施にあたりましてご協力頂きました関係者の皆様にこの場を借りて
御礼申しあげます。

9

環境省が公表している環境産業の国内市場規模をみると、2010 年で 80.4 兆円、2013 年で 93.3 兆円とな
っている。内訳をみると増加しているのは、自動車の低燃費化や省エネルギー等の地球温暖化防止であり、
28.2 兆円の増加となっている。廃棄物処理・資源有効活用、環境汚染防止に関して伸びはみられず飽和状
態となっている。
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補足資料 ５－１アンケート票 ①

アンケート調査票－１
ご担当者様の連絡先をご記入ください。
貴社名
〒
所在地

ご担当者名

ご所属・お役職

TEL

FAX

E-mail

＜第 1 部＞
I.

貴社に関するお問い合わせ

問1
1.

1000 万円未満

問2
1.

貴社に当てはまる資本金規模に○印をお付けください。
2.

3.

5000 万～1 億円未満

4.

1 億円以上
～3 億円

貴社に当てはまる従業員数（全社）に○印をお付けください。

10 名未満

問3

1000 万～5000 万円未満

2.

10～100 名

3.

101～200 名

4.

201～300 名

海外進出時期と進出国についてお答えください。（複数の場合は、主要３カ国）
※該当する方に○印をお付け下さい

進出形態※

事業開始

事業終了時期

時期

（継続中であれば空欄）

1

年

～

年

2

年

～

年

3

年

～

年

進出国名
単 独

1

他社と合同

問4

現在の海外売り上げ比率についてお答えください。
（全体の売り上げに対する比率について、できる限り直近のデータをお答えください。）

％

問 5

これまで（過去５年程度）と比較し、貴社の海外売り上げ比率は、現在どのように変化し
ていますか。当てはまるものに○印をお付けください。

1.

2.

増加

問6

3.

変わらない

減少

問 3 でお答えいただいた国のうち、継続中である国について、今後の展望をお教えくださ
い。国名をご記入いただき、当てはまるものに○印をお付けください。

1

進出国名：

1.

拡大

2.

現状維持

3.

縮小

2

進出国名：

1.

拡大

2.

現状維持

3.

縮小

3

進出国名：

1.

拡大

2.

現状維持

3.

縮小

問 7

貴社の環境技術等分野に該当する項目について、右欄の、現在の進出段階別の該当する欄
に進出国名をお答えください。（複数可）
現在の進出段階

環境技術等分野
例

大気汚染防止用装置・施設

準備中

継続中

ベトナム

中国

以下にご記入ください。

1

大気汚染防止用装置・施設

2

排水処理用装置・施設

3

土壌、水質浄化用装置・施設

4

騒音、振動防止用装置・施設

5

環境測定、分析、監視用装置・施設

6

環境調和型製品

7

廃棄物処理用装置・施設

8

リサイクル装置・施設

9

環境関連サービス

10

その他
（

）

2

終了

問8

貴社が所属している業界団体はありますか。「あり」の場合、団体名をご記入ください。
また、海外進出の際に、ご所属の業界団体からサポートを受けられましたか。
「受けた」の
場合、どのようなサポートであったか、簡単にご記入ください。

所属する業界団体の有無：

1.

あり

2.

なし

2.

受けなかった

「1.あり」の場合、団体名をご記入ください。
（複数回答可）

業界団体からのサポート：

1.

受けた

ご所属の業界団体から受けたサポートをご記入ください。（複数の場合は、主なものを、どの団体からのサ
ポートか分かるようにご記入ください。
）

Ⅱ．アジア地域への事業展開のご経験について
海外進出までの流れ
海外進
出意思

きっかけ

海外進出可能性調査
・現地情報の収集
・ニーズ･パートナー調査
・知的財産権関連調査 等

課題克服

海外進出準備
・現地企業との交渉
・技術等の現地適合化検討
・現地法人の設立 等

課題克服

海 外
進 出

本アンケートでは、上記のような海外進出までの流れの中で、次のステップへ進んだ「きっかけ」や
「課題克服の要因（突破口）」についてお聞きしたいと存じます。

問 9

海外進出可能性調査に取り組むこととなった「きっかけ」をお教えください。該当に○印
をお付けください。（複数回答可）

1

アジア地域の企業から問い合わせがあった

2

日本の商社・銀行等からの打診があった

3

アジア地域の商社・銀行等からの打診があった

4

国の支援機関（JETRO、中小機構、JICA 等）からアドバイスを受けた

5

自治体や国以外の支援機関からアドバイスを受けた

6

業界の集まりや情報交換会等で、同じ志の企業が見つかった

7

自社独自で、販路・事業拡大を目指した

8

その他（簡単にご記入ください）

3

問 10

昨年度の調査において、各進出段階における課題として、多く挙げられた回答を以下に示
します。

①貴社のご経験から、これらの課題を克服するのに役立った機関・事項等がありましたら、
以下の選択肢の中からお選びください。
②各進出段階において、貴社にとって最も克服が困難だったと思われる課題をお教えください。
③貴社の課題克服に至ったポイント、成功要因についてお教え下さい。
【選択肢】
1

コンサルタント

6

JETRO

11

その他の支援機関

2

国内商社

7

中小企業基盤整備機構

12

同業他社との連携

3

現地商社

8

JICA

13

異業種他社との連携

4

国内金融機関

9

国

14

展示会への出展

5

現地金融機関

10

自治体

15

その他

（１）事前調査（進出可能性調査）段階
①課題克服に役立った機関・事項等
課

題

(上記【選択肢】から番号でお答えください。
複数回答可)

1 事業パートナー探しが難しい
2 進出国の商習慣、事業環境、市場規模を十分把握でき
ていない
3 輸出、国際協力等を通じた、現地での自社ブランド確
立ができていない（ローカル市場開拓）

②貴社にとって最も克服が困難だった課題
（上記課題の番号をご記入ください。上記以外でありましたら、下のコメント欄へご記入ください。
）

③貴社の課題克服に至ったポイント、成功要因
また、その他補足やコメントがありましたら、こちらへご記入ください。

4

（２）海外進出準備段階
①課題克服に役立った機関・事項等
課

(上記【選択肢】から番号でお答えください。

題

複数回答可)

1 有力な政府関係者とのネットワークが未構築
2 有力な事業パートナーが見つからない

②貴社にとって最も克服が困難だった課題
（上記課題の番号をご記入ください。上記以外でありましたら、下のコメント欄へご記入ください。
）

③貴社の課題克服に至ったポイント、成功要因
また、その他補足やコメントがありましたら、こちらへご記入ください。

（３）海外進出後の段階
①課題克服に役立った機関・事項等
課

題

(上記【選択肢】から番号でお答えください。
複数回答可)

1 現地の有力な事業パートナーと連携し、事業活動を進
めることができていない
2 現地トップを任せられる信頼できる進出国出身者がみ
つからない（対ローカル企業の場合）
3 技術の漏洩、知的財産権保護への対策が不十分
4 現地取引先に環境装置の品質や環境保全費用に対する
考え方をわかってもらえない

5

②貴社にとって最も克服が困難だった課題
（上記課題の番号をご記入ください。上記以外でありましたら、下のコメント欄へご記入ください。
）

③貴社の課題克服に至ったポイント、成功要因
また、その他補足やコメントがありましたら、こちらへご記入ください。

問 11

初めてアジア地域へ環境ビジネス展開を検討されている企業へ、ご経験からのアドバイス
がありましたらお願いします。（自由回答）
段階

アドバイス

事前調査へ着手する前の段
階（きっかけ段階）

海外進出可能性調査段階

海外進出準備段階

その他

Ⅲ．ヒアリングの可否について
アンケートにご回答頂いた皆様の中から、ご了承いただきました事業者様にさらにヒアリングをさせ
ていただき、
「成功事例集」を作成することにより、これから進出をご検討の事業者の皆様にご紹介し
たいと考えております。

問 12
1

当局並びに請負会社の訪問をお受け頂けますか。該当に○印をお付けください。
訪問を考慮したい

2

打診のあった時点で考えたい

3

現時点では難しい

以上で、第１部のアンケートは終了でございます。ご協力いただき、誠に有難うございました。

6

10 月は 3R（リデュース・リユース・リサイクル）推進月間です！
Ｒｅｄｕｃｅ（リデュース）

：

物を大切に使おう。ごみを減らそう。

Ｒｅｕｓｅ（リユース）

：

繰り返し使おう。

Ｒｅｃｙｃｌｅ（リサイクル） ：

再び資源として利用しよう。

経済産業省ホームページ
http://www.meti.go.jp/press/2015/10/20151001004/20151001004.html
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補足資料 ５－１アンケート票 ②

アンケート調査票－２
＜第 2 部＞
関東経済産業局では、本年度、環境ビジネスの海外展開に関するシンポジウムや勉強会
等を開催する予定です。アジア地域への環境ビジネス展開をご検討されている皆様、また
更なる発展に向け努力されている皆様の一助となることを願っております。
つきましては、シンポジウム等のテーマのご要望や参加のご意向をお伺いいたします。

I.

環境ビジネスの海外展開に関するシンポジウムについて

海外での環境ビジネス展開に成功されている企業の方々や有識者を講師にお招きし、来
年の 1 月終わりから 2 月初め頃に東京にてシンポジウムを開催する予定でおります。
（１）このようなシンポジウムに、ご関心がありますでしょうか。該当に○印をお付けく
ださい。なお、皆様には後日、開催案内をお送りいたします。
関心があり、参加

関心があるが、参加について

１． し て み た い と 思

２． は開催案内が届いてから判断

う

３． あまり関心がない

したい

（２）シンポジウムの講演テーマやご意見・ご要望等についてお教えください。
シンポジウムが事業者の皆様によりお役に立つように、ご意見を反映させたいと考え
ております。
内

ご希望の講演テーマ
やご意見・ご要望等

1

容

Ⅱ.

環境ビジネスの海外展開に関する勉強会について

10 人程度のメンバーから成る「海外ビジネス勉強会」を今年の 11 月～12 月に前半部と
後半部の 2 回に分けて、東京で開催する計画です。講師や参加者同士でコミュニケーショ
ンを図っていただき、皆様が感じておられる海外展開に向けた懸念や課題の解決に向け、
そのハードルを少しでも下げていただくことが開催の趣旨でございます。
（１）このような少人数の勉強会にご関心がありますでしょうか。該当に○印をお付けく
ださい。

１．

関心があり、参加し
てみたいと思う

関心があるが、参加に
２．

ついては現時点では分

３．

あまり関心がない

からない

（２）ご参加いただくとしたら、どのような情報をお知りになりたいですか。
内

容

知りたい情報
ご意見・ご要望
等

Ⅲ.

環境ビジネスアライアンスセミナーについて

来年の 2 月 18 日、19 日に川崎市の「とどろきアリーナ」で川崎国際環境技術展 2016 が
開催されます。この会場の一部において、「環境ビジネスアライアンスセミナー」を開催す
る計画です。このセミナーはプレゼンター（発表者）の企業の方とご出席の企業の方との
名刺交換・情報交換・提携等の話し合いの場を持つことに主眼を置いています。
（１）この「環境ビジネスアライアンスセミナー」でプレゼンター（発表者）として、貴
社の環境技術等についてご発表いただくことについて、該当するものに○印をお付け
2

ください。

１．

前向きに検討し
たい

２．

現時点では分からない
が、詳細を知りたい

３．

あまり積極的ではない

（２）事業拡大をご検討の皆様には、プレゼンター企業様とのアライアンスのきっかけと
して、本セミナーをご活用いただきたいと考えております。同セミナーへの参加につい
て、該当するものに○印をお付けください。

１．

前向きに検討し
たい

２．

現時点では分からない
が、詳細を知りたい

３．

以上で、全てのアンケートは終了でございます。
ご多忙のところご協力いただき、誠にありがとうございました。

3

あまり積極的ではない

補足資料 ５－２．アンケート結果
５－２－１．アンケート調査の概要
(1)調査目的
広域関東圏において、産業公害防止等技術を活用し海外での事業展開をしている中小企業がど
のような「きっかけ」で海外へと進出し、
「海外展開可能性調査段階」
「海外展開準備段階」
「海外
展開後段階」のそれぞれにおける課題をどのように克服してきたか、把握することを目的にアン
ケート調査を実施した。
(2)調査対象
昨年度調査「広域関東圏における産業公害防止等技術実態調査」（関東経済産業局、平成 27 年
3 月）において「環境ビジネス企業リスト集」に掲載した 185 社のうち、アンケートに対し「引
き続き海外との取引を希望、新たに取引を希望」と回答した事業者（73 事業者）及び JETRO の支
援を受け、東南アジアに事業展開した事業者（広域関東圏、平成 25～26 年；8 事業者）。
(3)調査方法
配付方法：郵送
回収方法：郵送又は FAX
(4)調査実施期間
平成 27 年 10 月 7 日～10 月 23 日
(5)発送と回収の状況
発送数

回収数

回収率（%）

81

37

46

５－２－２．アンケート調査結果
(1)事業者の概要
①資本金規模（問１）
アンケート回答事業者の約半数となる 19 社
（51%）は資本金 1,000 万円以上 5,000 万円未満で
あった。
※「その他」と回答した事業者は、資本金が３億円
以上だが、従業員数が 300 名以下のため、中小企業
と位置づけられる。

1

②会社全体の従業員数（問 2）
従業員数は、10 名未満とする事業者が
8 社（22%）、10～100 人とする事業者が
19 社（51%）となり、アンケート回答事
業者の 7 割強が従業員数 100 人以下であ
った。
③海外進出時期と進出国について（問 3）
海外進出時期と進出国について、主要
3 カ国まで複数回答可として質問したと
ころ、海外進出時期については 2011 年か
ら 2015 年の間とする回答が最も多く、25
件(45%)であった。2001 年以降とする事
業者が合計で 43 件（78%）と全体の 8 割近くを占め、近年において、中小企業の海外進出が活発
化してきている事がうかがえる。
進出先としては、中国が計 21 件と最も多く、韓国 9 件、台湾 6 件と続いている。東南アジアに
ついては比較的少ないが、タイ(6 件)やマレーシア(3 件)へ進出する事業者が見られる。また、進
出の形態としては、他社と合同(12 件)よりも単独(45 件)での進出の方が多かった。
なお、進出時期について回答のあった 55 件のうち、7 件は現在では撤退しているとの回答であ
った。
海外進出時期と進出先
（主要 3 カ国まで複数回答可、進出時期回答数；n=55、進出国回答数；n=57）（件）

2

他社との連携による進出の状況
（主要 3 カ国まで複数回答可、進出国回答数；n=57）

④海外売り上げ比率と今後の展望（問 4～6）
アンケート回答事業者のうち、海外売上比率が 10%未満と回答した者が 21 社で全体の 57%を占
めた。続いて、10～30%未満が 9 社（24%）、30～50%未満が 1 社（3%）、50～80%未満が
2 社（5%）、80%以上が 1 社（3%）であった。
アンケート回答事業者の 6 割近い中小企業について、海外の売り上げ比率が全社１割に満たず、
海外進出をしたとしても、会社全体の売上に大きく寄与するまでには至っていない事業者が多い
ことが分かった。
海外売り上げ比率

（n=37）

3

（件）

これまで（過去 5 年程度）と比較した、現在の海外売り上げ比率の推移としては、増加したと
回答した事業者が 15 社（41%）、変わらないと回答した事業者が 16 社（43%）、減少したと回答し
た事業者が 5 社（13%）であった。
海外進出により事業を拡大している事業者が約 4 割であった反面、
「変わらない」「減少」と 6
割近い事業者が伸び悩んでおり、現地での販路開拓等が課題であることがわかった。
過去 5 年と比較した海外売り上げ比率の推移

進出国（継続中）別の今後の展望

4

（n=37）

（n=56）

（件）

（件）

⑤環境技術分野別の進出状況（問 7）
アンケート回答企業の環境技術分野（事業継続中の他、準備中、終了を含む）としては、
「大気
汚染防止用装置・施設」と「リサイクル装置・施設」が 6 件、「排水処理用装置・施設」「土壌・
水質浄化用装置・施設」
「排気物処理用装置・施設」が 5 件、ほか「環境関連サービス」「環境調
和型製品」
「環境測定、分析、監視用装置・施設」の順であった。
「その他」としては、
「下水汚泥
処理」「リサイクル原料」
「土壌・水質浄化剤」等の回答であった。
アンケート回答企業の環境技術分野（継続中、準備中、終了を含む）
（n=49；複数回答）

アンケートの回答を環境技術分野、進出国、進出段階別に整理し、
「準備中」及び「継続中」の
件数を比較すると、
「大気汚染防止用装置・施設」
「排水処理用装置・施設」
「土壌、水質浄化用装
置・施設」
「環境調和型製品」
「リサイクル装置・施設」
「環境関連サービス」について、継続中の
件数が多く、
「廃棄物処理用装置・施設」について準備中の件数が多かった。
「廃棄物処理用装置・施設」については、タイやマレーシア、フィリピンといった東南アジア
への新規進出の動きが見られ、またペルーやモロッコへの進出を準備中と回答する企業もあり、
進出先が広がっていることがうかがえる。

5

環境技術分野、進出段階、進出国別の進出件数

⑥所属している業界団体からのサポート（問 8）
業界団体へ所属していると回答した事業者が 19 社、そのうち、サポートを受けたとする事業者
が 4 社であった。ただし、サポートを受けた団体としては「JETRO」「公益財団法人千葉市産業振
興財団」との回答であり、業界団体名を挙げる回答はなかった。
業界団体からのサポート（n=37）

6

(2)アジア地域への事業展開
①海外進出のきっかけ（問 9）
海外進出のきっかけとしては「アジア地域の企業から問い合わせがあった」「自社独自で、販
路・事業拡大を目指した」が共に 16 件と最も多かった。
また、次に多かったのが「国の支援機関からアドバイスを受けた」であり 10 件の回答があっ
た。
海外進出のきっかけ（n=65）

②海外進出可能性調査段階の課題と克服に役立った機関・事項等（問 10（1））
将来の現地進出をめざし、事前調査を行っている時（進出可能性調査段階）に多く挙げられた
3 つの課題について、その克服に役立った機関・事項をアンケートした結果は以下のとおりであ
る。
[海外進出可能性調査段階における 3 つの課題]
課題１

事業パートナー探しが難しい

課題２

進出国の商習慣、事業環境、市場規模を十分把握できていない

課題３

輸出、国際協力等を通じて現地での自社ブランド確立ができていない
（ローカル市場開拓）

課題１の回答企業数は 17 社であり、課題を克服するために相談した者は、JETRO（5 件）と国
内商社(5 件)が最も多く、次いで現地商社(4 件)であった。
また、役に立った事項としては、展示会への出展(4 件)、同業他社との連携(3 件)、異業種他
社との連携(2 件)、その他が挙げられた。
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課題 1 事業パートナー探しが難しい
進出可能性調査段階の課題の克服に役立った機関・事項①
※回答企業数 17 社（複数回答可、n=36）

課題２の回答企業数は 20 社であり、課題克服に役立ったのは現地商社（8 件）、続いて JETRO
（7 件）が特に回答が多かった。ほかに国内商社（3 件）
、コンサルタント(2 件)、国内金融機関
（2 件）、同業者との連携（2 件）、展示会への出展（2 件）と続いた。
課題 2 進出国の商習慣、事業環境、市場規模を十分把握できていない
進出可能性調査段階の課題の克服に役立った機関・事項②
※回答企業数 20 社（複数回答可、n=33）

8

課題３の回答企業数は 17 社であり、課題克服に役立ったのは現地商社（7 件）、国内商社（4 件）
及び展示会への出展（8 件）とする回答が多かった。展示会への出展は、中小企業者が直接、環
境ビジネスに取り組む者と商談を行うため非常に効果的である。
課題 3 輸出、国際協力等を通じた、現地での自社ブランド確立ができていない
（ローカル市場開拓）
進出可能性調査段階の課題の克服に役立った機関・事項③
※回答企業数 17 社（複数回答可、n=30）

また、海外進出可能性調査段階における 3 つの課題のうち、最も克服が困難だったと思われる
のは、課題１及び課題３だった。
最も克服が困難だった課題

(件)

課題１

事業パートナー探しが難しい

5

課題２

進出国の商習慣、事業環境、市場規模を十分把握できていない

2

課題３

輸出、国際協力等を通じた、現地での自社ブランド確立ができていない
（ローカル市場開拓）

その他（中国での価値観の相違、商売上の考え方及び集金方法、アメリカとの契約
における詳細ネゴ、水害、製品の認知）

5
5
20

無回答、無効

さらに、アンケートでは、海外進出可能性調査段階の成功要因や問題点について以下のコメン
トがあった。
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【アンケートによる海外進出可能性調査段階の成功要因等コメント】
・現地法人（韓国）の設立
・現地同業他社（日本法人）からの継続的な発注があった
・ JETRO 、 自 治 体 等 の 支 援 展 示 会 出 展 に よ り 、 ビ ジ ネ ス マ ッ チ ン グ 出 来 た こ と 。
・JETRO の助言により、単独で展示会等出展で、現地の情報、ユーザーの情報収集が出来たこと。
・技術・商品価値を高め、関係者に知らしめることが第一、次にコストです。中小企業が進出
できるには魅力的商品・技術であることです。
・現地をよく知るパートナーがいた。
・中国は人との繋がりが大切であり、その確立が出来た。
・経営 TOP による中国官公庁及び公への売り込み
・タイ在住で、現地ビジネスに詳しい方の強力なサポートがあった。
・ブランド確立のために、適当な展示会を探し出し、定期的（年 3 回）に出展した。また、日
本からも積極的に展示会に参加してサポートしていた。そのため、二次販売店を見つけ出す
ことが出来たり等で拡販に成功したと自負している。
・アメリカの場合、当初頼んでいた日本の国際法律事務所が全く現地弁護士と折衝できず、非
常に不利な条件で契約となったため、2 年間を費やして一項目ずつ折衝して外させた。弁護士
を使った意味がなかった。

③海外進出準備段階の課題と克服に役立った機関・事項等（問 10（2））
現地進出を決め、進出準備を進めている時（海外進出準備段階）において、昨年度調査で多く
挙げられた 2 つの課題について、その克服に役立った機関・事項をアンケートした結果は以下の
とおりである。
[海外進出準備段階における 2 つの課題]
課題１

有力な政府関係者とのネットワークが未構築

課題２

有力な事業パートナーがみつからない

課題１の回答企業数は 14 社であり、課題克服に役立ったのは JETRO(3 件)、JICA（3 件）が最
も多かった。しかし、現地商社や国、自治体、他企業との連携など、他の機関等も同程度で活用
しており、進出準備段階において、有力な政府関係者とネットワークを構築するために最適な機
関というものはなく、各方面へ幅広くコンタクトをとり情報収集を行っている様子がうかがえる。
また、「その他」として、現地の領事館が大変効果的との回答もあった。
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課題 1 有力な政府関係者とのネットワークが未構築
海外進出準備段階の課題の克服に役立った機関・事項①
※回答企業数 14 社（複数回答可、n=22）

課題２の回答企業数は 14 社であり、課題克服に役立った機関・事項として多く挙げられたのは、
現地商社（5 件）と展示会への出展（4 件）であった。
課題 2 有力な事業パートナーが見つからない
海外進出準備段階の課題の克服に役立った機関・事項②
※回答企業数 14 社（複数回答可、n=24）
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また、海外進出準備段階における 2 つの課題のうち、最も克服が困難だったと思われるのは、
課題１だった。
最も克服が困難だった課題

(件)

課題１

有力な政府関係者とのネットワークが未構築

6

課題２

有力な事業パートナーが見つからない

3

その他（工場さがし、現地プロジェクトマネージャーの不在、言葉）
無回答、無効

3
25

また、アンケートでは、海外進出準備段階の成功要因や問題点について以下のコメントがあっ
た。
【アンケートによる海外進出準備段階の成功要因等コメント】
・JETRO、自治体等の支援により展示会へ出展し、ビジネスマッチングが出来たこと。
・JETRO の助言により、単独で展示会に出展し、現地の情報、ユーザーの情報収集が出来たこと。
・当社が技術・商品価値を高め、魅力的説明ができることが最重要。魅力的説明をネットで流せ
ば協力したい会社が集まります。その中から共同作業できる会社を選びます。そのあとは一つ
一つ丁寧にのりこえていくことです。
・輸出相手が日本語を良く話せた。
・現金前受けの取引が出来た。
・タイ在住の方の強力なサポートがあった。
・現地会計事務所のサポートがあった。

④海外進出後段階の課題と克服に役立った機関・事項等（問 10（3））
現地に進出した後（海外進出後段階）において、昨年度調査で多く挙げられた 4 つの課題につ
いて、その克服に役立った機関・事項をアンケートした結果は以下のとおりである。
[海外進出後段階における 4 つの課題]
課題１

現地の有力な事業パートナーと連携し、事業活動を進めることができていない

課題２

現地トップを任せられる信頼できる進出国出身者がみつからない
（対ローカル企業の場合）

課題３

技術の漏洩、知的財産権保護への対策が不十分

課題４

現地取引先に環境装置の品質や環境保全費用に対する考え方をわかって
もらえない

12

アンケートにおいて、課題克服に役立ったと考える機関・事項を回答した事業者数は、課題１
が 10 社、課題２が 9 社、課題３が 9 社、課題４が 9 社と進出可能性調査段階等と比較し少なかっ
た。国内商社や現地商社、他企業との連携など方策を模索し課題解決に繋げている状況がうかが
える一方、JETRO を活用している事業者がいるものの、国や自治体による支援体制が手薄である
現状が浮かび上がった。
課題１の回答数は現地商社（3 件）
、国内商社(2 件)、JETRO(2 件)、同業他社との連携（2 件）
の順で多かった。
課題 1 現地の有力な事業パートナーと連携し、事業活動を進めることができていない
海外進出後段階の課題の克服に役立った機関・事項①
※回答企業数 10 社（複数回答可、n=15）

課題２の回答数は現地商社が 2 件、JETRO が 2 件であり、その他が 4 件であった。課題３では
現地商社が 3 件、JETRO が 2 件でその他の回答はほとんどなかった。課題４は現地商社 4 件、国
内商社 3 件となり、その他の回答はほとんどなかった。
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課題 2 現地トップを任せられる信頼できる進出国出身者がみつからない
（対ローカル企業の場合）
海外進出後段階の課題の克服に役立った機関・事項②
※回答企業数 9 社（複数回答可、n=12）

課題 3 技術の漏洩、知的財産権保護への対策が不十分
海外進出後段階の課題の克服に役立った機関・事項③
※回答企業数 9 社（複数回答可、n=10）
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課題 4 現地取引先に環境装置の品質や環境保全費用に対する考え方を
わかってもらえない
海外進出後段階の課題の克服に役立った機関・事項④
※回答企業数 9 社（複数回答可、n=13）

また、海外進出後段階における 4 つの課題のうち、最も克服が困難だったと思われるのは、課
題１だった。
最も克服が困難だった課題
課題１ 現地の有力な事業パートナーと連携し、事業活動を進めることができてい
ない
課題２ 現地トップを任せられる信頼できる進出国出身者がみつからない（対ロー
カル企業の場合）
課題３ 技術の漏洩、知的財産権保護への対策が不十分
課題４ 現地取引先に環境装置の品質や環境保全費用に対する考え方をわかっても
らえない
その他（工場管理、技術教育）

(件)

5
2
2
1
2

無回答、無効
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また、アンケートでは、海外進出後段階の成功要因や問題点について以下のコメントがあった。

15

【アンケートによる海外進出準備段階の成功要因等コメント】
・JETRO、自治体等の支援により展示会へ出展し、ビジネスマッチング出来たこと。
・JETRO の助言により、単独で展示会へ出展し、現地の情報、ユーザーの情報収集が出来たこと。
・独自技術で魅力的商品・技術を認めてもらうことが第 1 ステップです。そのあとは信頼と理解
し合うこと。
・輸出相手が日本語を良く話せた。
・現金前受けの取引が出来た。
・タイ在住の方の強力なサポートがあった。その方のつきあいのある企業に営業をかける事から
初め、少しずつ客先を広げていった。
・為替乱高下の克服

⑤初めてアジア地域へ環境ビジネス展開を検討している企業へのアドバイス（問 11）
■事前調査へ着手する前の段階（きっかけ段階）
・日本とのもの作りの価値観
・進出済企業からの情報収集
・現地法律（とくに商取引、立地にからむもの）の確認及び現地弁護士の選定
・現地市場調査
・果実を予想した無償行為はケガのもとです
・現地人の頼れるパートナーの存在が必要
・進出目的を明確にする
・現地に詳しい在住・在勤の方、組織等のサポートが必要
■海外進出可能性調査段階
・進出済企業からの情報収集
・現地パートナー企業（ベンチャーはダメ）の発掘
・ローカルパートナー選出
・信頼できるパートナーに現地のことは任せることも大事
・現地人の頼れるパートナーの存在が必要
・もっともこの段階は重要、ただ、時間が長すぎると意味なし
・市場又は経済規模の確認（金が有るかどうか）
・現地に詳しい在住・在勤の方、組織等のサポートが必要
■海外進出準備段階
・進出済企業からの情報収集
・マネージャー以外の選定。現地で工場を作った依頼者がベスト（現地を知っていた人）
・現地政府との連携
・商品・技術を国内で供給できれば特別の準備はいらない。輸出業務は専門業者に任せればよ
い。但し、広い視野をもつ責任者が必要
・現地人の頼れるパートナーの存在が必要
・ローカルの社員を確保（幹部社員）

16

・現地に詳しい在住・在勤の方、組織等のサポートが必要
■その他
・日本語教育
・無理な計画及び進出はさける事
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⤒῭◊✲ᡤ䚸2010ᖺ䚹
• ᑠᓥ㐨୍⦅䛄ᅜ㝿䝸䝴䞊䝇䛸Ⓨᒎ㏵ୖᅜ䞊㉺ቃ䛩䜛୰
ྂရྲྀᘬ䛅䜰䝆䜰⤒῭◊✲ᡤ䚸2014ᖺ12᭶䚹
1

2

⮬ᕫ⤂䠄䠎䠅

⮬ᕫ⤂䠄䠏䠅
• ᆅ᪉⮬య䛾ᅜ㝿༠ຊ

• ᅜ㝿༠ຊ

– ⚟ᒸ┴䛂䜰䝆䜰⮬య㛫⎔ቃ༠ຊ㆟䛃ጤဨ
䠄2011ᖺᗘ䡚䠅
– ᮾி༑୕༊Ύᤲ୍㒊ົ⤌ྜ䛂Ύᤲᴗᅜ㝿
༠ຊ◊✲䛃ጤဨ䠄2013ᖺᗘ䡚䠅
– 䛭䛾䚸ᮾி㒔䚸ᕝᓮᕷ䚸⛅⏣┴䛺䛹䛾ᅜ㝿༠
ຊᴗ䛻༠ຊ
– 䛄䜰䝆◊䝽䞊䝹䝗䝖䝺䞁䝗䛅2015ᖺ5᭶ྕ䛷䚸䛂ᆅ᪉
⮬య䛻䜘䜛ᅜ㝿⎔ቃ༠ຊ䛃䛾≉㞟䜢⤌䜐䚹
http://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Periodical
s/W_trend/201504.html

– JICA㻌 䝸䝃䜲䜽䝹ᨻ⟇䛻㛵䛩䜛◊ಟ䛾䝁䞊䝇䝸䞊
䝎䞊㻌 䠄2012ᖺᗘ䡚䠅

– ᅜ㐃ᕤᴗ㛤Ⓨᶵ㛵㻌 䜾䝸䞊䞁⏘ᴗ䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊
䝮㻌 ᢏ⾡ᑓ㛛ጤဨ㻌 ጤဨ䠄2013ᖺ䡚䠅
– 䝞䞊䝊䝹᮲⣙᭷ᐖᗫᲠ≀➼䛾⎔ቃୖ㐺ṇ䛺⟶
⌮䛻㛵䛩䜛ᑓ㛛ᐙసᴗ䜾䝹䞊䝥ጤဨ䠄2014ᖺ䡚)

• NEDO䚸⎔ቃ┬䚸⤒῭⏘ᴗ┬䛾ᴗ䛾ᾏእᒎ
㛤➼䛻㛵䛩䜛FSᴗ䜔ᐇドᴗ䛺䛹䛾ᑂᰝ
䛻༠ຊ
3

4

ᵓᡂ

⎔ቃ䝡䝆䝛䝇䛾ືྥ䜢స⏝䛩䜛せᅉ

1. 䝬䜽䝻⤫ィ䛷䜏䜛䜰䝆䜰ㅖᅜ䠄୍ேᙜ䛯䜚GDP䚸
⎔ቃ䝟䝣䜷䞊䝬䞁䝇䜲䞁䝕䝑䜽䝇䠅
2. ⎔ቃ䝡䝆䝛䝇䛾ᕷሙつᶍ
3. ศ㔝䛤䛸䛾≧ἣ䠄Ẽ䚸Ỉ䚸ᗫᲠ≀䞉䝸䝃䜲䜽䝹䚸
⏕ྍ⬟䜶䝛䝹䜼䞊䚸┬䜶䝛䝹䜼䞊䠅
4. ྛᅜ䛾⎔ቃつไ䛸⎔ቃၥ㢟䜈䛾ྲྀ䜚⤌䜏
䝡䝆䝛䝇ᒎ㛤䛻ྥ䛡䛶䠄ၟရ䞉ᢏ⾡䜢䛸䜚䜎䛟≧ἣ䜢
⌮ゎ䛩䜛䚸䛥䜎䛦䜎䛺䜰䝥䝻䞊䝏䚸䜰䞁䝔䝘䜢䛿䜛䚸
ᕷሙ䛸ྥ䛝ྜ䛖䚹ᚲせ䛻ᛂ䛨䛶䜰䞁䜿䞊䝖⤖ᯝ䛻䜒
ゝཬ䠅

⎔ቃព㆑䛾ྥୖ䞉⎔ቃၥ㢟䛾ඃ
ඛᗘ䛾ୖ᪼

ᡤᚓỈ‽

⎔ቃၥ㢟䛾
῝้

⤒῭Ⓨᒎ

⏘ᴗᵓ㐀

⎔ቃἲ䞉つ
ไ䛾ᩚഛ

⎔ቃἲ䞉つ
ไ䛾ᇳ⾜

⎔ቃ䝡䝆䝛䝇䛾つᶍ

䛻䜒䚸ຓᶵ㛵䛾ᨻ⟇䚸⎔ቃၥ㢟䛾⿕ᐖ⪅䛜ኌ䜢䛒䛢䜙䜜䜛䛛䛹䛖䛛䚸ở⫋ᑐ⟇䚸
ุไᗘ䛚䜘䜃䛭䛾㐠⏝䠄බ┈ッゴ䚸ᣲド㈐௵䠅䛺䛹䜺䝞䝘䞁䝇䛾⛬ᗘ䛺䛹䛻䜒ᙳ㡪
䛥䜜䜛䚹

5

6

1

䜰䝆䜰ㅖᅜ䛾ேཱྀ䚸ᅜෆ⥲⏕⏘
ேཱྀ2014
䠄ⓒ䠅

127

36194

36426

4601

1384

7590

12599

10354

5

52684

82763

307

䢋䢖䡬䡸䡭

30

11307

25638

338

䝍䜲

68

5977

15735

404

䡮䢙䢀䢚䢄䡸䡭

254

3491

10517

888

䝣䜱䝸䝢䞁

99

2872

6968

284

䝧䝖䝘䝮

90

2052

5628

186

7

1793

5320

11

䡲䢙䢊䢚䡸䢚䡭

15

1094

3262

50

䢌䡨䢙䢋䡬

53

1203

1295

5700

5438

2048

䝷䜸䝇

8

䜺䝞䝘䞁䝇ᣦᶆ䚸⎔ቃ䝟䝣䜷䞊䝬䞁䝇ᣦᶆ

ᐇ㉁GDPᡂ㛗⋡(%)
2015ᖺ䠄᥎ᐃ䠅

64

Source: World Bank, World Development Indicator

7

2014ᖺ㻌

GDP㻌 2014
䠄10൨䝗䝹䠅

୰ᅜ

䜲䞁䝗

2005-07

୍ேᙜ䛯䜚GDP㻌
2014䠄䝗䝹䚸PPP䠅

᪥ᮏ
䡸䢙䡲䢚䢊䢛䡬䢕

1. 䝬䜽䝻⤫ィ䛷䜏䜛䜰䝆䜰ㅖᅜ

୍ேᙜ䛯䜚GDP㻌
2014䠄䝗䝹䠅

2016ᖺ䠄ண

つไ䛾㉁
2014

䠅

ᨻᗓ䛾᭷ຠ
ᛶ㻌 2014

ở⫋ไᚚ
2014

⎔ቃ䝟䝣䜷䞊
䝬䞁䝇㻌 2016

᪥ᮏ

2.1

-0.1

0.5

1.1

᪥ᮏ

1.14

1.82

1.73

୰ᅜ

12.7

7.3

6.9

6.5

୰ᅜ

-0.27

0.34

-0.33

65.10

䝅䞁䜺䝫䞊䝹

5.8

6.1

5.9

6.3

䝅䞁䜺䝫䞊䝹

2.23

2.19

2.12

87.04

䝬䝺䞊䝅䜰

5.9

6.0

4.8

4.8

䝬䝺䞊䝅䜰

0.84

1.14

0.48

74.23

䝍䜲

4.9

0.9

2.6

3.5

䝍䜲

0.27

0.34

-0.41

69.54

䜲䞁䝗䝛䝅䜰

5.8

5.0

4.8

5.3

䜲䞁䝗䝛䝅䜰

-0.10

-0.01

-0.58

65.85

䝣䜱䝸䝢䞁

5.8

6.1

5.9

6.3

䝣䜱䝸䝢䞁

-0.01

0.19

-0.44

73.70

䝧䝖䝘䝮

8.4

6.0

6.5

6.6

䝧䝖䝘䝮

-0.59

-0.06

-0.50

58.50

䝷䜸䝇

80.59

7.7

7.4

7.5

8.0

䝷䜸䝇

-0.85

-0.39

-0.76

50.29

䜹䞁䝪䝆䜰

11.4

7.0

7.2

7.2

䡲䢙䢊䢚䡸䢚䡭

-0.40

-0.68

-1.08

51.24

䝭䝱䞁䝬䞊

12.9

8.5

8.5

8.4

䢌䡨䢙䢋䡬

-1.39

-1.28

-0.92

48.98

7.3

7.4

7.5

䜲䞁䝗

-0.45

-0.20

-0.46

53.58

䜲䞁䝗

.ฟᡤ䠖UN-ESCAP㻌 Economic and Social Survey o f Asia and the Pacific: Year –End Update,
January 2016.
᪥ᮏ䛜ᖺ⋡䠍䠂䚸ASEANㅖᅜ䛜ᖺ⋡䠑䠂䛷ᡂ㛗䛩䜜䜀⣙15ᖺ䛷ྠ䛨⤒῭つᶍ䛻䛺䜛䚹

䜺䝞䝘䞁䝇ᣦᶆ䠖ୡ⏺㖟⾜( -2.5~2.5)䚹⎔ቃ䝟䝣䜷䞊䝬䞁䝇ᣦᶆ䠖Ẽೃኚື䚸Ẽ䚸Ỉ䛺䛹
20௨ୖ䛾ᣦᶆ䜢䜒䛸䛻ィ⟬䛥䜜䛯⎔ቃ䛻㛵䛩䜛⥲ྜᣦᶆ䚸䜲䜵䞊䝹Ꮫ䚹
ở⫋䛾ไᚚ䛜䛷䛝䛶䛔䛺䛡䜜䜀䚸⎔ቃつไ䛜䛒䛳䛶䜒ᇳ⾜䛜༑ศ䛷䛺䛔䛸⪃䛘䜙䜜䜛

⤒῭Ⓨᒎ䛸බᐖᑐ⟇
GDP୰䛾〇㐀ᴗ
䛾䝅䜵䜰㻌 2014
䠄䠂䠅

᪥ᮏ䛛䜙䛾〇㐀ᴗ┤ Ẽởᰁ䚸Ỉ㉁ở⃮䚸ᗫᲠ≀㛵㐃
᥋ᢞ㈨ṧ㧗䠄2013ᖺ 䛾ἲ௧䛾ᩚഛ≧ἣ䚸䛚䜘䜃ᇳ⾜≧
ᮎ)㻌 ⓒ൨
ἣ䚹

䡸䢙䡲䢚䢊䢛䡬䢕

18.4

13,590 つไ䛾ᇳ⾜䛜䛷䛝䛶䛔䜛䚹

䢋䢖䡬䡸䡭

22.8

䝍䜲

27.7

10,012 つไ䛾ᇳ⾜䛜䛒䜛⛬ᗘ䛷䛝䛶䛔䜛
32,648 䛜䚸ၥ㢟䜒䛒䜛䚹ྛᅜ䛾ண⟬䛷䛾ᢞ
㈨䜒䛒䜛䚹
76,418

୰ᅜ

35.9

䡮䢙䢀䢚䢄䡸䡭

21.0

䝣䜱䝸䝢䞁

20.6

䝧䝖䝘䝮

17.5

䜲䞁䝗

17.0

䝷䜸䝇

8.9

䡲䢙䢊䢚䡸䢚䡭

6.6

13,055 つไ䛿䛒䜛䛜䚸ᇳ⾜䛿༑ศ䛷䛺䛔䚹
7,500 䝰䝙䝍䝸䜾䛾⬟ຊ䜒Ⓨᒎ㏵ୖ䛻䛒䜛䚹
⎔ቃ䜰䝉䝇䝯䞁䝖䛿⾜䜟䜜䛶䛔䜛䚹
7,232 እ㈨⣔ᴗ䛿䚸ẚ㍑ⓗ䚸ᑐ⟇䜢
10,452 ⾜䛳䛶䛔䜛䚹

2. ⎔ቃ䝡䝆䝛䝇䛾ᕷሙつᶍ

つไ䜢ᩚഛ䛧䛴䛴䛒䜛ẁ㝵䚹䝰䝙䝍
䝸䞁䜾䛾⬟ຊ䜒䜎䛰ప䛔䚹

䢌䡨䢙䢋䡬
ฟᡤ䠖World Development Indicator. ᪥ᮏ㖟⾜㻌 ᅜ㝿ᨭ⤫ィ䚹
᪥ᮏᴗ䛾ᕤሙ䜢┦ᡭ䛻䝡䝆䝛䝇䜢䛩䜛䛺䜙䚸᪥ᮏ䛾〇㐀ᴗ┤᥋ᢞ㈨ṧ㧗䛜㔜せ䛺ᣦᶆ

12

2

䜰䝆䜰䛻䛚䛡䜛⎔ቃ䝡䝆䝛䝇
₯ᅾᕷሙつᶍ᥎ィ㻌 䠄䠍䠅

䜰䝆䜰䛻䛚䛡䜛⎔ቃ䝡䝆䝛䝇
₯ᅾᕷሙつᶍ᥎ィ㻌 䠄䠎䠅
• ᥎ィ

• ⎔ቃ┬(2012)㻌 ᑐ㇟⠊ᅖ

– ྛᅜ䛷䝕䞊䝍䛜ᚓ䜙䜜䛺䛔䛸䛣䜝䛿䚸୰ᅜ䠄䛺䛔䛧
᪥ᮏ䠅䛾್䜢⏝䛧䛶᥎ィ䚹
– GDP䛾ண ್䜢⏝䛧䛶䚸2020ᖺ䛸2030ᖺ䛻䛴
䛔䛶䜒᥎ィ䚹

– ⎔ቃởᰁ㜵Ṇ䠖බᐖ㜵Ṇᶵჾ䚸ୗỈ䞉ᗫỈฎ⌮
䝃䞊䝡䝇䚸ᅵተί䝃䞊䝡䝇䚸⎔ቃศᯒ⨨䛺
䛹
– ᆅ⌫ ᬮᑐ⟇䠖㻌 ⏕ྍ⬟䜶䝛䝹䜼䞊䚸┬䜶䝛
䝹䜼䞊⮬ື㌴䞉㟁〇ရ
– ᗫᲠ≀䞉㈨※᭷ຠ⏝䠖ᗫᲠ≀ฎ⌮⏝⨨䚸ᕤ
ᴗᅛయᗫᲠ≀䞉㒔ᕷ䛤䜏ฎ⌮䚸ᗫ䝥䝷䝇䝏䝑䜽〇
ရ〇㐀䚸▼Ⅳ⅊䝸䝃䜲䜽䝹䚸䝸䞊䝇䞉䝺䞁䝍䝹
– ⮬↛⎔ቃಖ䠖ୖỈ㐨

2010ᖺ㻌 䠄༢䠖൨䠅

୰ᅜ

ྜィ

䜲䞁䝗

䝍䜲

䡮䢙䢀䢚䢄䡸䡭 䢉䢚䢀䢁䢍

᪥ᮏ

114,924

27,675

6,081

4,421

679

183,601

㻌 ⎔ቃởᰁ㜵Ṇ

19,907

2,847

1,092

1,615

214

42,659

㻌 ᆅ⌫ ᬮᑐ⟇

22,274

6,120

1,135

470

238

46,723

㻌 ᗫᲠ≀䞉㈨※᭷ຠ⏝

36,742

10,295

1,935

1,375

49

63,780

㻌 ⮬↛⎔ቃಖ

36,000

8,412

1,920

961

179

30,439

13

14

䜰䝆䜰䛻䛚䛡䜛⎔ቃ䝡䝆䝛䝇
₯ᅾᕷሙつᶍ᥎ィ㻌 䠄䠏䠅
2020ᖺ㻌 䠄༢䠖൨䠅
ྜィ

୰ᅜ

䜲䞁䝗

䝍䜲

䡮䢙䢀䢚䢄䡸䡭

᥎ィᑐ㇟䛿㐺ษ䛛䠛
• ⎔ቃ┬䠄2012䠅䛷䛿䚸୰ᅜ䛾ᗫᲠ≀㛵㐃䛾2005ᖺ䛾ᕷ
ሙつᶍ䜢367൨䝗䝹⛬ᗘ䛸᥎ィ䛧䛶䛔䜛䚹

䢉䢚䢀䢁䢍

262,618

58,927

9,220

9,082

1,209

㻌 ⎔ቃởᰁ㜵Ṇ

65,564

4,872

1,657

2,992

391

㻌 ᆅ⌫

ᬮᑐ⟇

43,262

22,057

2,022

1,565

265

㻌 ᗫᲠ≀䞉㈨※᭷ຠ⏝

67,793

15,575

2,436

2,460

197

㻌 ⮬↛⎔ቃಖ

86,000

16,422

3,106

2,066

357

2030ᖺ㻌 䠄༢䠖൨䠅

୰ᅜ

䜲䞁䝗

䝍䜲

䡮䢙䢀䢚䢄䡸䡭

䢉䢚䢀䢁䢍

ྜィ

424,233

106,905

11,586

14,498

1,811

㻌 ⎔ቃởᰁ㜵Ṇ

133.019

7,652

2,415

5,046

692

50,642

51,918

2,757

2,217

213

㻌 ᗫᲠ≀䞉㈨※᭷ຠ⏝

103,572

25,928

2,777

4,062

371

㻌 ⮬↛⎔ቃಖ

137,000

21,407

3,636

3,171

536

㻌 ᆅ⌫

ᬮᑐ⟇

• ୍᪉䚸䛺⏕㈨※䠄ᗫ䝥䝷䚸ྂ⣬䚸㕲䝇䜽䝷䝑䝥䚸㖡䝇
䜽䝷䝑䝥䚸䜰䝹䝭䝇䜽䝷䝑䝥䠅䛾2009ᖺ䛾୰ᅜ䛾㍺ධ㢠䛿
212൨䝗䝹䚹2005ᖺ䛤䜝䛾㕲䝇䜽䝷䝑䝥䛾ᅜෆⓎ⏕㔞䛿
㍺ධ㔞䛾4-5ಸ䚹
• ୰ᅜ䛾⏕䜶䝛䝹䜼䞊䜈䛾ᢞ㈨㢠䚸2010ᖺ䛻䛿400൨
䝗䝹䚸2012ᖺ䛻䛿666൨䝗䝹䛻㐩䛧䛯䛸䛔䛖᥎ィ䜒䛒䜛䚹
• 䝅䞁䜺䝫䞊䝹⎔ቃ◊✲ᡤ䛻䜘䜛䛸2010ᖺ䛾┬䜶䝛䝹
䜼䞊䛾ᕷሙつᶍ䛿䚸䝬䝺䞊䝅䜰1.9൨䝗䝹䚸䜲䞁䝗䝛䝅䜰
1.0൨䝗䝹䚸䝅䞁䜺䝫䞊䝹2.4൨䝗䝹䚸䝍䜲4.1൨䝗䝹䚹
• ᥎ィᑐ㇟䛻䜘䛳䛶䚸ᕷሙつᶍ䛿䛝䛟␗䛺䜛ྍ⬟ᛶ䛜
䛒䜛䚹

15

16

ୖỈ㐨౪⤥ேཱྀ䛾ྜ(2015ᖺ䠅
㒔ᕷ

3. ศ㔝䛤䛸䛾≧ἣ

㎰ᮧ

ᅜ

᪥ᮏ

99

95

୰ᅜ

87

55

73

䝅䞁䜺䝫䞊䝹

100

NA

100

䝬䝺䞊䝅䜰

100

86

96

䝍䜲

76

37

57

䜲䞁䝗䝛䝅䜰

33

9

22

䝣䜱䝸䝢䞁

59

30

43

䝧䝖䝘䝮

61

10

27

䝷䜸䝇

64

6

28

䜹䞁䝪䝆䜰

75

7

21

䝭䝱䞁䝬䞊

19

3

8

䜲䞁䝗

54

16

28

ฟᡤ䠖UNICEF and WHO [2012] 䛾”Use of Drinking Water”䛾”Improved Water”
䛾䛖䛱䛾䇾Pipe on Premises”䜢ୖỈ㐨౪⤥䛸䛧䛶䛔䜛䚹

17

3

98

18

ᨵၿ䛥䜜䛯ୗỈタഛ䠄improved sanitation
facilities)䜢⏝䛧䛶䛔䜛ேཱྀ䛾ྜ(2015ᖺ䠅
㒔ᕷ

㎰ᮧ

᪥ᮏ

100

100

୰ᅜ

87

64

76

100

NA

100

䝬䝺䞊䝅䜰

96

96

96

䝍䜲

90

96

93

䜲䞁䝗䝛䝅䜰

72

47

61

䝣䜱䝸䝢䞁

78

71

74

䝧䝖䝘䝮

94

70

78

䝷䜸䝇

94

56

71

䜹䞁䝪䝆䜰

88

30

42

䝭䝱䞁䝬䞊

84

77

80

䜲䞁䝗

63

28

40

䝅䞁䜺䝫䞊䝹

ᕤሙ䛾බᐖᑐ⟇(1)

ᅜ
100

• እ㈨⣔ᴗ䜔䚸ᾏእ䛾
ᡭᴗ䜈〇ရ䜢౪⤥
䛧䛶䛔䜛ᕤሙ䛷䛿䚸බ
ᐖ㜵Ṇᢞ㈨䛜㐍䜣䛷䛝
䛶䛔䜛䚹
• ୰ᑠᴗ䛷䛿䚸Ỉ䜔
↮䜢䛭䛾䜎䜎ᆶ䜜ὶ
䛧䛶䜛ሙྜ䜒ᑡ䛺䛟䛺䛔䚹
䝅䞁䜺䝫䞊䝹䜔䝬䝺䞊
䝅䜰䛿䚸୰ᑠᴗ䛷䜒
ᑐ⟇䛜㐍䜣䛷䛔䜛䚹

ᨵၿ䛥䜜䛯ୗỈタഛ(Improved Sanitation㻌 Facilities)䛿䚸䛂ே㛫䛾ἥ≀䜢ே㛫䛸䛾᥋ゐ䛛䜙⾨⏕ⓗ䛻
㝸㞳䛩䜛タ䞉タഛ䛃䛸ᐃ⩏䛥䜜䛶䛚䜚䚸䛂ỈὙ䞉⡆᫆ỈὙ䝖䜲䝺䚸ཬ䜃䚸㓄⟶䛥䜜䛯ୗỈタഛཬ䜃ୗỈᗘ䚸
ίᵴ䚸᥀䜚㎸䜏ᘧ䝖䜲䝺䜈䛾ỈὙタഛ䛃䚸㏻ẼᨵⰋᆺ᥀䜚㎸䜏ᘧ䝖䜲䝺䚸䜔䜹䝞䞊䛾᥀䜚㎸䜏ᘧ䝖
䜲䝺䛃䚸䛂䝞䜲䜸䝖䜲䝺䛃䜢ྵ䜣䛷䛔䜛䚹

20

䝸䝃䜲䜽䝹䠖E-waste

ᕤሙ䛾බᐖᑐ⟇(2)
• Ỉฎ⌮タ䚸↮ฎ
⌮タ䜢ᑟධ䛧䛶䜒䚸
タィ➼䛜ᝏ䛟䚸ởᰁ≀
㉁䜢ᅇ䛷䛝䛺䛛䛳䛯
䜚䚸ฎ⌮䛻䝁䝇䝖䛜䛛䛛
䜛䛯䜑ฎ⌮タ䜢ື䛛
䛫䛺䛛䛳䛯䜚䛧䛶䛔䜛䚹
• බᐖᑐ⟇タഛ䛛䜙Ⓨ⏕
䛩䜛ᗫᲠ≀䜒㐺ษ䛻ฎ
⌮䛥䜜䛶䛔䛺䛔ሙྜ䛜
䛒䜛䚹

• እ㈨⣔䛾ᕤሙ䛷Ⓨ⏕䛧䛯Ewaste䜢ฎ⌮䛩䜛♫䛸䛧䛶䚸
බᐖᑐ⟇䜒⾜䛔䚸ᨻᗓ䛛䜙ㄆ
ྍ䜢ཷ䛡䚸ISO14001䛸ྲྀᚓ䛩
䜛ᴗ䜒䛷䛶䛝䛶䛔䜛䚹
– ୰ᅜ䚸䝣䜱䝸䝢䞁䚸䝬䝺䞊䝅䜰䚸
䝅䞁䜺䝫䞊䝹䚸䜲䞁䝗䝛䝅䜰䛺䛹䚹
ј䝅䜰䞁䜢䛳䛶㔠䜢ᅇ䛩䜛䝣䜱䝸
䝢䞁䛾タ䚹Ỉฎ⌮タ䜒ഛ
2006ᖺ10᭶

䝬䝺䞊䝅䜰䞉䝨䝘䞁䠄༙ᓥഃ䠅䛾ᕤሙ
䛛䜙䛾↮䚹ᖖ䚸Ⓨ⏕䛧䛶䛔䜛䜟䛡䛷
䛿䛺䛛䛳䛯䚹2011ᖺ7᭶䚹

ї㻌 IC䝏䝑䝥䛾㍕䛳䛶䛔䛺䛔㟁Ꮚᇶᯈ
䜢◚○䛧䚸ẚ㔜㑅ู䛷䝥䝷䝇䝏䝑䜽䛸
㖡䛻䜟䛡䜛⨨䚹䜲䞁䝗䝛䝅䜰㻌 2011
ᖺ12᭶

21

䝸䝃䜲䜽䝹䠖E-waste

22

⿕そ㖡⥺

⿕そ㖡⥺䛾㔝↝䛝䚹2011ᖺ1᭶䚹䝧䝖䝘䝮

IC䝏䝑䝥䛛䜙㔠䛺䛹䜢ᅇ䛩䜛
䛯䜑䛾๓ฎ⌮䚹2011ᖺ2᭶䚸䜲
䞁䝗䝛䝅䜰䞉䝞䞁䝗䞁䚹

䝧䝖䝘䝮䞉䝝䝜䜲䛾䝯䝑䜻ᕤ⛬䜢䜒䛴୰
ᑠᴗ䛾ඹྠỈฎ⌮タ䚹䜋䛸䜣
䛹䚸✌ാ䛧䛶䛔䛺䛔䛸ᛮ䜟䜜䜛䚹2013
ᖺ3᭶䚹

䝅䜰䞁䜢䛳䛶䚸㟁Ꮚ㒊ရ䛛䜙
䛾㔠䜢ᅇ䛩䜛䝥䝻䝉䝇䚹2012
ᖺ1᭶䚸䝣䜱䝸䝢䞁䞉䝬䝙䝷㑹እ䚹

䝘䝀䝑䝖ฎ⌮䛥䜜䜛㖡⥺䚹䝧䝖
䝘䝮䚸2012ᖺ11᭶

⿕そ㖡⥺䛾㔝↝䛝䛿䚸䜰䝆䜰ྛᆅ䛷ぢཷ䛡䜙䜜䜛䚹

23

24

4

㒔ᕷ䛤䜏䛾↝༷

ᗫᲠ≀ฎศሙ

• ᗫᲠ≀୰䛾⏕䝂䝭䛾ẚ⋡䛜㧗䛔䛣䛸䚸↝༷タ
䛾䝷䞁䝙䞁䜾䝁䝇䝖䛜㧗䛟ᆅ᪉ᨻᗓ䛾㈈ᨻ䛷䛿⥔
ᣢ䛜ᅔ㞴䛺䛣䛸䛺䛹䛾⌮⏤䛛䜙䚸୍⯡ᗫᲠ≀↝
༷ฎ⌮タ䛿䚸ẚ㍑ⓗ㇏䛛䛺ᆅ᪉ᨻᗓ䛷䛧䛛ᘓ
タ䛥䜜䛶䛔䛺䛔䚹

• ฎศሙ䛿䚸ᚎ䚻䛻⾨⏕
ᇙ❧ฎศሙ䛻⛣⾜䛧䛶
᮶䛶䛔䜛䚹
– 㐽Ỉ䝅䞊䝖
– そᅵ
– ᗫỈฎ⌮

– 㡑ᅜ䚸ྎ‴䚸୰ᅜ㒔ᕷ䚸䝅䞁䜺䝫䞊䝹䚸䝍䜲䞉䝥䞊
䜿䝑䝖䛺䛹䚹
– 䝞䞁䝁䜽䚸䜽䜰䝷䝣䞁䝥䞊䝹䚸䝆䝱䜹䝹䝍䛺䛹䛷䛿䚸ᕷẸ
䛾ᑐ㐠ື䛷䚸↝༷ฎ⌮タ䛾ᘓタィ⏬䛜䝇䝖䝑䝥䛧
䛯䚹୰ᅜ䛷䜒ᑐ㐠ື䛜㉳䛝䜛䜘䛖䛻䛺䛳䛶䛝䛶䛔䜛䚹
– Waste to Energy䜢ᙉㄪ䛧䛶䚸BOO䛺䛹䛾ᯟ⤌䜏䛷䛾ධ
ᮐ䛺䛹䛜䛺䛥䜜䜛䜘䛖䛻䛺䛳䛶䛝䛶䛔䜛䚹䜲䞁䝗䚸䝍䜲䚸
䝬䝺䞊䝅䜰䚸䜲䞁䝗䝛䝅䜰䚸䝣䜱䝸䝢䞁䛺䛹䚹
25

䝬䝙䝷‴䛻䛒䜛Navotasฎศሙ䚹㣴Ṫụᚋ
䛻❧ᆅ䚹୍⯡ᗫᲠ≀䜢ᾏୖ㍺㏦䛧䛶ᇙ❧䚹
2007ᖺ8᭶䚹

• 䝣䜱䝸䝢䞁䜔䝬䝺䞊䝅䜰
䛿䚸䜸䞊䝥䞁䝎䞁䝢䞁䜾
䛛䜙⾨⏕ᇙ❧ฎศሙ䜈
䛾⛣⾜䜢ᅜᐙ┠ᶆ䛸䛧
䛶ᥖ䛢䛶䛔䜛䚹
26

⏕ྍ⬟䜶䝛䝹䜼䞊㻌

᭷ᐖᗫᲠ≀䛾ฎ⌮䞉ฎศሙ

• 䝞䜲䜸䝬䝇䠄⢄Ẇ䚸䝟䞊䝮✵ᡣ䚸
䝞䜺䝇䠅䜔㢼ຊ䚸ᆅ⇕䛺䛹䛥䜎
䛦䜎䛺⏕ྍ⬟䜶䝛䝹䜼䞊䛾
౪⤥䛜䛩䛩䜣䛷䛝䛶䛔䜛䚹㻌

• ᮾ༡䜰䝆䜰䛾せᅜ䛷䛿䚸
1990ᖺ௦䛻䚸᭷ᐖᗫᲠ≀
䛾ฎ⌮䞉ฎศタ䛾ᩚഛ䛜
㐍䜣䛰䚹

• ฎศタ䛾ᩘ䛿㝈䜙䜜䛶
䛔䜛䛜䚸䝸䝃䜲䜽䝹➼䜢䛚䛣
䛺䛖タ䛿ቑ䛘䛶䛝䛶䛔䜛䚹

ј䝧䝖䝘䝮䞉䝝䝜䜲䛾᭷ᐖᗫᲠ≀㈓
ⶶタ䚹2005ᖺ12᭶䚹

• ᩘᖺ๓䛛䜙䚸䝧䝖䝘䝮䛷䜒
タᩚഛ䛜㐍䜣䛷䛝䛶䛔䜛䚹
䜹䞁䝪䝆䜰䜔䝷䜸䝇䚸䝭䝱䞁
䝬䞊䛿䛣䜜䛛䜙䚹

䊺㻌䊻㻌 䝟䞊䝮✵ᡣ䜢⏝䛧䛯ỈẼ
䛾〇㐀タ䚹⣬䝟䝹䝥ᕤሙ䛻ỈẼ䜢
౪⤥䚹䝬䝺䞊䝅䜰䚸㻯㻰㻹ᴗ䚹㻞㻜㻜㻤ᖺ㻞
᭶䚹㻌

27

28

⏕ྍ⬟䜶䝛䝹䜼䞊䛾┠ᶆ್䠄䠎䠅

⏕ྍ⬟䜶䝛䝹䜼䞊䛾┠ᶆ್䠄䠍䠅

ෆᐜ

┠ᶆ್䠄┠ᶆᖺ䠅

᭱⤊䜶䝛䝹䜼䞊

18%(2012)э25%䠄2021)

12%(2012)э26%(2025)

㟁ຊ(&MW௨ୖ䛾Ỉຊ㝖䛟䠅

7.6%(2012)э10%(2021)

ኴ㝧ගⓎ㟁

156.8MW(2025)

䢆䢚䡮䡱䡿䢚䡤䡬䡺䢚䢕䠄㐠㍺䠅

600䝸䝑䝖䝹(2022)

㢼ຊ

0.1GW(2025)

ᅛᙧ䝞䜲䜸䝬䝇Ⓨ㟁

4.8GW(2021)

䝞䜲䜸⇞ᩱ

୍ḟ䜶䝛䝹䜼䞊䛾10.2䠂(2025)

䝞䜲䜸䜺䝇Ⓨ㟁

600MW(2021)

ᆅ⇕

12.6GW(2025)

᭷ᶵᅛᙧᗫᲠ≀Ⓨ㟁

400MW(2021)

䝬䝺䞊䝅䜰

㟁ຊ

5%(2012)э9%(2020), 11%(2030), 15%()2050)

ᆅ⇕

!MW(2021)

䝣䜱䝸䝢䞁

㟁ຊ

29%(2012)э40%(2020)

₻ຊ

2MW(2021)

ᆅ⇕

1.5GW㏣ຍ(2010-30)

ኴ㝧ගⓎ㟁

2GW(2021)

Bio-power

277MW㏣ຍ

㢼ຊ

1.8GW(2021)

㢼ຊ

2.3GW㏣ຍ

୍ḟ䜶䝛䝹䜼䞊

5%(2020)䚸8%䠄2025)䚸11%(2050)

ኴ㝧ගⓎ↮

284MW㏣ຍ

䝞䜲䜸Ⓨ㟁

50MW(2020)

75MW㏣ຍ

㢼ຊ

1GW(2020)

䝞䜲䜸⇞ᩱ

㐠㍺㒊㛛䛾䜺䝋䝸䞁㟂せ䛾1%

䜲䞁䝗䝛䝅䜰

ෆᐜ

┠ᶆ್䠄┠ᶆᖺ䠅

୍ḟ䜶䝛䝹䜼䞊

25%(2025)

㟁ຊ

Ocean Power

䝍䜲

䝧䝖䝘䝮

29

5

┬䜶䝛䝹䜼䞊ᶵჾ䛾ᬑཬ
෭ⶶᗜ䛻㈞䜙䜜䛯䝬
䝺䞊䝅䜰䛾┬䜶䝛䝹
䜼䞊䝷䝧䝹2011ᖺ7
᭶䚹
䜶䜰䝁䞁䛻㈞䜙䜜䛯
┬䜶䝛䝹䜼䞊䝷䝧䝹䚹
2013ᖺ3᭶䚹

• ┬䜶䝛䝷䝧䝹䛾ᑟ
ධ䛺䛹䚸┬䜶䝛䝹
䜼䞊ᶵჾ䛾ᬑཬ
䛻㛵䛩䜛ྲྀ⤌䜒ጞ
䜎䛳䛶䛝䛶䛔䜛䚹

4. ྛᅜ䛾⎔ቃつไ䛸⎔ቃၥ㢟䜈䛾
ྲྀ䜚⤌䜏
31

32

䜰䝆䜰ㅖᅜ䛾⎔ቃ㛵㐃ἲ䠄䠍䠅

䜰䝆䜰ㅖᅜ䛾⎔ቃ㛵㐃ἲ䠄2䠅

ᇶᮏἲ

Ỉ㉁䞉ᅵተ㛵㐃ἲ

Ẽ䞉Ẽೃ㛵㐃ἲ

୰ᅜ

⎔ቃಖㆤἲ

Ỉởᰁ㜵ἲ

Ẽởᰁ㜵ἲ

䝣䜱䝸䝢䞁

⎔ቃᇶᮏᨻ⟇ἲ
⎔ቃἲ

Ỉίἲ

Ẽίἲ

䝧䝖䝘䝮

⎔ቃಖㆤἲ

Ỉ⎔ቃಖㆤㄢᚩ㔠ᨻ
ᗓ㆟ᐃ

⏘ᴗ䛛䜙䛾↓ᶵ≀㉁ཬ䜃↴
ሻ➼䛾Ẽฟᇶ‽

䜹䞁䝪䝆䜰

⎔ቃಖㆤኳ↛㈨※⟶
⌮ἲ

Ỉ㉁ở⃮㛶㆟௧

Ẽởᰁ㛶㆟௧

䝷䜸䝇

⎔ቃಖㆤἲ

⏘ᴗỈ䞉Ẽつไ

⏘ᴗỈ䞉Ẽつไ

䝍䜲

ᅜᐙ⎔ቃ㉁ಖྥୖ
ἲ

ᕤሙἲ䚸ᆅୗỈἲ䚸බ⾗
⾨⏕ἲ

ᕤሙἲ

䝬䝺䞊䝅䜰

⎔ቃ㉁ἲ

Ỉ㉁ở⃮㜵Ṇつ๎

Ẽởᰁ㜵Ṇつ๎

䝅䞁䜺䝫䞊
䝹

⎔ቃಖㆤ䞉⟶⌮ἲ䚸⎔
ቃබ⾗⾨⏕ἲ

Ỉつ๎

Ẽởᰁ≀㉁つ๎

䜲䞁䝗䝛䝅䜰

⎔ቃ⟶⌮ἲ

Ỉ㉁ở⃮㜵Ṇつ๎

Ẽởᰁ㜵Ṇつ๎

䝭䝱䞁䝬䞊

⎔ቃಖἲ

䜲䞁䝗

⎔ቃಖㆤἲ

Ẽつไ
Ỉ㉁ở⃮㜵Ṇἲ

ᗫᲠ≀㛵㐃ἲ

Ꮫ≀㉁つไ

୰ᅜ

ᅛయᗫᲠ≀⎔ቃởᰁ㜵
ἲ

ᗫᲠ༴㝤౯᱁ởᰁ⎔ቃ
㜵ἲ

┬䜶䝛䝹䜼䞊ἲ䚸⏕ྍ
⬟䜶䝛䝹䜼䞊ἲ

䝣䜱䝸䝢䞁

ᅛᙧᗫᲠ≀䜶䝁⟶⌮ἲ

᭷ᐖ≀㉁ཬ䜃᭷ẘ䞉᰾ᗫ
Რ≀ἲ

⎔ቃ䜰䝉䝇䝯䞁䝖ไᗘ☜
❧ἲ

䝧䝖䝘䝮

ᅛయᗫᲠ≀⟶⌮ᨻᗓ㆟ᐃ

ᏛရᏳᛶᨻᗓ㆟ᐃ

ᡓ␎EIA䞉EIA䞉⎔ቃಖㆤ䝁
䝭䝑䝖䝯䞁䝖ᨻᗓ㆟ᐃ

䜹䞁䝪䝆䜰

ᅛᙧᗫᲠ≀㛶㆟௧

EIA䝥䝻䝉䝇㛶㆟௧

䝷䜸䝇

᭷ᐖᗫᲠ≀䛻㛵䛩䜛⮧
௧

䠄Ỉ㈨※䚸㖔≀㈨※㛵㐃
ἲ䠅

䝍䜲

ᕤሙἲ䚸බ⾗⾨⏕ἲ

᭷ᐖ≀㉁ἲ

䝬䝺䞊䝅䜰

ᅛᙧᗫᲠ≀බඹΎᤲ⟶⌮
ἲ

䝎䜲䜸䜻䝅䞁つ๎

䡸䢙䡲䢚䢊䢛䡬䢕

⎔ቃබ⾗⾨⏕ἲ

᭷ᐖ⛉Ꮫ≀㉁⟶⌮つ๎

䜲䞁䝗䝛䝅
䜰

᭷ᐖ≀㉁䞉᭷ᐖᗫᲠ≀⟶
⌮つ๎/ᗫᲠ≀⟶⌮ἲ

᭷ᐖ≀㉁䞉᭷ᐖᗫᲠ≀⟶
⌮つ๎

᭷ᐖᗫᲠ≀⟶⌮つ๎䚸ᅛ
ᙧᗫᲠ≀ᆅ᪉⟶⌮つ๎

᭷ᐖᏛ≀㉁〇㐀➼つ
๎

䝭䝱䞁䝬䞊

Ẽởᰁ㜵Ṇἲ

䜲䞁䝗
33

୰ᅜ

⎔ቃ䜰䝉䝇䝯䞁䝖

⎔ቃᙳ㡪ホ౯つ๎

⎔ቃᙳ㡪ホ౯ᨻᗓつ๎

⎔ቃᙳ㡪ホ౯ᡭ⥆
┬䜶䝛ἲ

䝅䞁䜺䝫䞊䝹
• ⎔ቃ㛵㐃䛾ἲ௧䛿ᩚഛ䛥䜜䛶䛔䜛
• ᇳ⾜䜒䛧䛳䛛䜚䛧䛶䛚䜚䚸ᨻᗓ䛿⮬ಙ䜢ᣢ䛳䛶䛔
䜛䛸䛔䛘䜛䚹
• ⣙250䛾䝰䞊䝹䜔䝩䝔䝹䛻ᑐ䛧䛶䚸᮶ᖺ䛛䜙ᗫ
Რ≀䛾✀㢮䛤䛸䛾Ⓨ⏕㔞䚸ᗫᲠ≀䛾๐ῶ䝥䝷䞁
䛾ᥦฟ䜢ồ䜑䜛䛣䛸䛻䛺䛳䛯䚹䠄Straits Times
2014ᖺ4᭶29᪥䠅
• ᗫᲠ≀↝༷⅊䛛䜙䚸㕲䚸㖡䚸䜰䝹䝭䝙䜴䝮䛺䛹䛾
㔠ᒓ䜢ᅇ䛩䜛䝥䝷䞁䝖䛜᧯ᴗ䜢㛤ጞ䛧䛯䚹↝༷
⅊䛾10%䜢๐ῶ䛷䛝䜛䚹䠄 Straits Times 2015ᖺ12
᭶1᪥䠅

• ➨䠍䠏ḟ䜹ᖺィ⏬䛜䚸2016ᖺ3᭶䛻Ⓨ⾲䛥
䜜䜛ணᐃ䚹⎔ቃศ㔝䛷䛾ྲྀ䜚⤌䜏䛾᪉ྥᛶ
䛜♧䛥䜜䜛䚹
• PM2.5➼䛾Ẽởᰁ䛜῝้䚹2015ᖺ䛻䛿䚸
ᅜႠ䛾▼Ἔ⏘ᴗ䛺䛹䛾ຊ䛜ᙉ䛟䚸⎔ቃつไ
䛜ཝ䛧䛟䛺䜙䛺䛔≧ἣ䜢䚸ඖCCTV䛾䜰䝘䜴䞁
䝃䞊ᰘ㟼䛥䜣䛜సᡂ䛧䛯䝡䝕䜸䛂✴㡬அୗ䛃
䛜ヰ㢟䛻䛺䛳䛯䚹
35
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䝬䝺䞊䝅䜰(䠎)㻌

䝬䝺䞊䝅䜰䠄䠍䠅

• Ỉ䞉䜾䝸䞊䞁ᢏ⾡䞉䜶䝛䝹䜼䞊┬䛜2009ᖺ䛻タ
❧䛥䜜䜛䚹

•
•
•
•

⎔ቃ㛵㐃䛾ἲ௧䛿ᩚഛ䛥䜜䛶䛔䜛䚹
ᇳ⾜䜒ẚ㍑ⓗ䛧䛳䛛䜚䛧䛶䛔䜛䚹
Air Pollution Index䜢ẖ᪥䚸䜴䜵䝤䛷Ⓨ⾲䚹
Ẽởᰁ䛻㛵䛧䛶䚸㐃⥆䝰䝙䝍䝸䞁䜾䜢⾜䛳䛶䛔
䜛ᴗ䛜63♫䚸⎔ቃᒁ䛾䝸䝇䝖䜰䝑䝥䛥䜜䛶䛔䜛䚹
• ἙᕝỈ䛾䝰䝙䝍䝸䞁䜾䜒1978ᖺ䛛䜙⾜䛳䛶䛔䜛䚹
143䛾ὶᇦ䛷䚸1064䛛ᡤ䛾䝇䝔䞊䝅䝵䞁䛜䛒䜛䚹
• Ẽ୰䜈䛾䜺䝇䛾ᨺฟ䛻㛵䛧䛶䚸ඣ❺䛻ᙳ㡪
䛜ฟ䛶䛔䜛䛸䛔䛳䛯ሗ㐨䛥䜜䛶䛔䜛䚹

– 2010ᖺ1᭶䛻䛂䜾䝸䞊䞁ᢏ⾡⼥㈨䝇䜻䞊䝮䛃䜢タ❧䚹
㔠䛾2%䜢⼥㈨䚹⼥㈨⥲㢠15൨䝸䞁䜼䠄⣙415൨䠅䚹
– ⏕ྍ⬟䜶䝛䝹䜼䞊ἲ䛜‽ഛ䛥䜜䛶䛔䜛䚹2020ᖺ
䜎䛷䛻䚸⏕ྍ⬟䜶䝛䝹䜼䞊䛻䜘䜚2,080MW䛾Ⓨ㟁
⬟ຊ䜢ᩚഛ䛩䜛ணᐃ䚹

• E-waste䛾ᅇ䚸䝸䝃䜲䜽䝹䛻㛵䛩䜛ἲ䛜‽ഛ
䛥䜜䛶䛔䜛䚹JICA䛜ᨭ䛧䛶䚸䝟䜲䝻䝑䝖ᅇ䛜
2012ᖺ䛛䜙2013ᖺ䛻䛛䛡䛶䝨䝘䞁䛷ᐇ䚹2015
ᖺኟ䛛䜙䚸ไᗘ䛵䛟䜚䚸ព㆑ၨⓎ䛻㛵䛩䜛䝣䜵䞊
䝈䠎䛾ᨭ䛜ጞ䜎䛳䛯䚹
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䝍䜲䠄䠍䠅

䝍䜲䠄䠎䠅

• ἲ௧䛿ᩚഛ䛥䜜䚸ᇳ⾜䜒ᙉ䛥䜜䛶䛝䛶䛔䜛䚹
• ᨻⓗ䛺ΰ䛷᪂䛧䛔ἲ௧➼䛾ᑟධ䛿䛖䜎䛟䛔䛳䛶
䛔䛺䛔䚹
• ▼ἜᏛᕤᴗ䛺䛹䛜❧ᆅ䛧䛶䛔䜛䝬䞊䝍䝥䝑䝖ᕤᴗ
ᅋᆅ䛷䛾ởᰁ䛻㛵䛧䛶䛿䚸ཎᅉ䛜≉ᐃ䛷䛝䛪䚸᭷ຠ
䛺ᑐ⟇䛜ᡴ䛶䛺䛔䛷䛔䜛䚹
• ᕤᴗ┬䛿䚸᭷ᐖᗫᲠ≀䜢㐺ษ䛻ฟ䛧䛶䛔䜛୰
ᑠᴗ䛻ᑐ䛧䛶䚸2016ᖺ1᭶䜎䛷䛻㐺ษ䛻ฎ⌮䛧䛺
䛡䜜䜀䚸᧯ᴗチྍ䜢ྲྀ䜚ᾘ䛩䛸ᕤᴗ┬⏘ᴗᗫᲠ≀
⟶⌮ᒁ㛗䛜㏙䜉䛯䚹63,000ᕤሙ䛜᭷ᐖᗫᲠ≀䛾㐺
ษ䛺⟶⌮䛜䛷䛝䛶䛔䛺䛔䛸䛔䛖䚹㻌 䠄Bangkok Post㻌
2015ᖺ12᭶8᪥䠅

• ᨻᗓ䛜䜾䝸䞊䞁ㄪ㐩䜢ᮏ
᱁䛧䛶䛔䜛䚹䜾䝸䞊䞁ㄪ
㐩䛾ᑐ㇟䛸䛺䛳䛶䛔䜛䜶
䝁䞉䝷䝧䝹䠄Green Label)䛾
ㄆド䜢ཷ䛡䜛䛯䜑䛾⏦ㄳ
䛜ቑຍ䛧䛶䛔䜛䛸䛔䛖䚹
䠄2011ᖺ9᭶䛾䝍䜲⎔ቃ◊
✲ᡤ䛷䛾䝠䜰䝸䞁䜾䛻䜘
䜛䠅䛂䜾䝸䞊䞁䞉䝷䝧䝹䛃䛻
䛴䛔䛶䛿䚸ୗグ䛾䝨䞊䝆
䜢ཧ↷䚹
http://www.tei.or.th/gree
nlabel/index.html

䜾䝸䞊䞁䝷䝧䝹䜢䛡䛯ᩥᡣල
䠄2011ᖺ9᭶䠅
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䜲䞁䝗䝛䝅䜰䠄䠍䠅

䜲䞁䝗䝛䝅䜰䠄䠎䠅

• ⎔ቃ㛵㐃䛾ἲ௧䛿ᩚഛ䛥䜜䛶䛔䜛䛜䚸ᇳ⾜
䛜༑ศ䚹
• Ẽởᰁ䜔Ỉ㉁ở⃮䛜ၥ㢟䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹
• ㎰ᅬ㛤Ⓨ➼䛻䛸䜒䛺䛖᳃ᯘⅆ⅏䛻䜘䜛䝦䜲䝈
䛜䚸䜲䞁䝗䝛䝅䜰䛾䜏䛺䜙䛪䚸㞄ᅜ䛻䜒ᗈ䛜䛳
䛶䛔䜛䚹2015ᖺ䛿䚸㛗ᮇ㛫䚸᳃ᯘⅆ⅏䛜⥆䛝䚸
ᗣ⿕ᐖ䛜⏕䛨䛯䜚䚸⯟✵ᶵ䛜㣕䜉䛺䛔䛺䛹
㏻䛻䜒ᙳ㡪䛜䛷䛯䚹
• 2013ᖺ12᭶䛻ᨵṇ䛥䜜䛯ᕤᴗἲ䛷䚸䜾䝸䞊䞁
⏘ᴗ䛾⫱ᡂ䛜ᕤᴗ┬䛾ᢸᙜ䛸䛺䜛䚹

• 䜶䝛䝹䜼䞊౯᱁䛜ぢ㏻䛧䜘䜚㧗䛟䚸⇞ᩱ⿵ຓ㔠
䛾ᨭฟ䛜ቑ䛘䛯䛯䜑䚸100䝹䝢䜰䠄8700൨䠅
䛾ண⟬䛾๐ῶ䜢ᐇ䚹䠄Jakarta Post㻌 2014ᖺ5᭶
24᪥䠅
• 䠎䠌䠍䠎ᖺ䠍䠌᭶䠍䠑᪥䛡䛷බᕸ䛥䜜䛯⤫㡿௧
81ྕ“ᐙᗞᗫᲠ≀୪䜃䛻ᐙᗞᗫᲠ≀䛻㢮ఝ䛧䛯
ᗫᲠ≀䛾⟶⌮䛻㛵䛩䜛䜲䞁䝗䝛䝅䜰ᨻ௧”䛷䚸ᣑ
⏕⏘⪅㈐௵䜢10ᖺ䛛䛡䛶ᐇ䛻⛣䛩䝻䞊䝗
䝬䝑䝥䜢స䜛䛣䛸䜢ᐃ䜑䜛䚹ᐜჾໟ䛜䛯䜛ᑐ
㇟䚹
• E-waste䛻㛵䛧䛶䜒ู㏵䚸EPR䛾ᑟධ䛜᳨ウ䛥䜜
䛶䛔䜛䚹
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䝣䜱䝸䝢䞁

䝧䝖䝘䝮䠄䠍䠅

• ⎔ቃ㛵㐃䛾ἲᚊ䛿䛒䜛䛜䚸ᇳ⾜䛻ၥ㢟䜢ᢪ䛘䛶
䛔䜛䚹
• ⎔ቃኳ↛㈨※┬䠄DENR)䛿䚸⎔ቃ䛻㛵䛩䜛䝷䝪
䛾ㄆド䝥䝻䜾䝷䝮䜢ᐇ䛧䛶䛔䜛䚹

• ᇶᮏⓗ䛺ἲ௧䛿ᩚഛ䛥䜜䛶䛔䜛䚹
• 2007ᖺ䛻බᏳ㒊㛛䛻⎔ቃ㆙ᐹ䛾㒊ᒁ䛜タ䛡䜙
䜜䚸❧䛱ධ䜚ㄪᰝ䜢ྵ䜑䚸Ỉ㉁ở⃮䛺䛹䛾Ⓨ
䛜⾜䜟䜜䜛䜘䛖䛻䛺䛳䛶䛝䛯䚹

– DENR䛾䝷䝪䛾⿵䚸Ẹ㛫ᴗ⪅䛾㛵䛾ቑຍ䚸ศ
ᯒᢏ⾡䛾ྥୖ䛺䛹䜢≺䛳䛯䝥䝻䜾䝷䝮䚹
– 䝸䝇䝖䜢බ⾲䛧䚸䜴䜵䝤䜢ᥖ㍕䚹52タ䚹
– Ỉ䠖27䚸Ẽ䠖19䚸ᗏᅵ䛚䜘䜃⏕≀┦䠄biota䠅䠖6䚸䛾ᣦ
ᶆ䜢ᑐ㇟䚹

– 2008ᖺ䛻ᕧ㢠䛾⨩㔠䛾ᨭᡶ䛔䜢ồ䜑䜙䜜䜛䜿䞊䝇
䛜ᗈ䛟ሗ㐨䛥䜜䚸බᐖ㜵Ṇᢞ㈨䜒㐍䜏䛴䛴䛒䜛䚹

• ㎰ᮧᕤᴗ䛜䛩䛩䜐ᕤⱁᮧ䠄craft village䠅䛷䛾
ởᰁ䛜ၥ㢟䛸䛺䛳䛶䛚䜚䚸ᨻᗓ䛜ண⟬䜢㓄ศ䛧
䛶䚸3ᖺィ⏬䛷ᑐ⟇䜢㐍䜑䜛Ỵᐃ䛜2012ᖺ䛻ฟ
䛥䜜䛶䛔䜛䚹

• FIT䛾౯᱁䜢2ಸ䛻ᘬ䛝ୖ䛢䜛䛣䛸䛜᳨ウ䛥䜜䛶
䛔䜛䚹䠄Philippine Daily Inquirer䚸2015ᖺ9᭶1᪥)
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䝧䝖䝘䝮䠄䠎䠅

䜹䞁䝪䝆䜰䠄䠍䠅

• ⎔ቃಖㆤἲ䛷䜒ゝཬ䛥䜜䛶䛔䛯ᣑ⏕⏘⪅
㈐௵䛻ᇶ䛵䛟⏝῭䜏〇ရ➼䛾ᅇ䞉䝸䝃䜲
䜽䝹䛾ᐇ䛜ᘏᮇ䛥䜜䛶䛔䜛䛜䚸2016ᖺ༙
䜀䛾⾜䜢┠ᣦ䛧䛯‽ഛ䛜⾜䜟䜜䛶䛔䜛䚹
• 䝡䝹䛾䜶䝛䝹䜼䞊ຠ⋡ྥୖ䛻㛵䛩䜛4ᖺ䝥䝻
䝆䜵䜽䝖䜢㤳┦䛜ᢎㄆ䛧䛯䚹UNDP䛛䜙320䝗
䝹䛾ຓ䛜䛒䜛䚹䠄2016ᖺ1᭶13᪥䚸Viet
Nam News)
• 2015ᖺ䛻䛿䚸432䛾䛺ởᰁ⪅䛾䛖䛱䚸392䜈
ཝ䛧䛔ฎ⨩䜢ୗ䛧䛯䛸⎔ቃ⮧䛜Ⓨ⾲䚹
䠄2016ᖺ1᭶7᪥䠅

• ᇶᮏⓗ䛺ἲ௧䛿ᩚഛ䛥䜜䛶䛔䜛䛜䚸ᇳ⾜䛿༑ศ
䛷䛺䛔䚹
• 㟁ຊ௦䛜㧗䛔䛣䛸䛺䛹䛛䜙䚸⧄⥔⏘ᴗ䛺䛹䜢䛾
䛮䛝䚸〇㐀ᴗ䛾❧ᆅ䛿䚸⯡ⓗ䛻㐜䜜䛶䛔䜛䚹
• ᨻᗓ䛿䚸26䛾ᕞ䛚䜘䜃㒔ᕷ䛾ᆅ᪉ᨻᗓ䛜ᗫᲠ
≀⟶⌮䛾㈐௵䜢ᯝ䛯䛩䛯䜑䛻䚸500䝗䝹䛾ண
⟬䜢⏝ព䛩䜛䛸Ⓨ⾲䛧䛯䚹䝥䝜䞁䝨䞁䛻䛴䛔䛶䛿䚸
ู㏵ண⟬䜢⏝ព䛧䛶䛔䜛䛸䛔䛖䚹䠄Phnom Penh
Post 2015ᖺ3᭶3᪥䠅
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䜹䞁䝪䝆䜰䠄䠎䠅
• 䝸䝃䜲䜽䝹䛻㛵䛩䜛ᢞ
㈨௳䛾⏦ㄳ䛜䛒䜚䚸
䜹䞁䝪䝆䜰⎔ቃ┬䛿䚸
㈶ᡂ䛧䛯䛜䚸ᢞ㈨䛻㛵
䛩䜛┘╩㈐௵䜢㈇䛳䛶
䛔䜛䜹䞁䝪䝆䜰㛤Ⓨホ
㆟䛜ᢞ㈨䜢ㄆ䜑䛪䚹
䠄2013ᖺ3᭶䜹䞁䝪䝆䜰
⎔ቃ┬䛛䜙䛾䝠䜰䝸䞁
䜾䛻䜘䜛䠅

䝭䝱䞁䝬䞊䠄䠍䠅
• Ẹ䛜㐍䜐
– 2011ᖺ3᭶᪂ᨻᶒⓎ㊊䚹2012ᖺ4᭶㆟⿵Ḟ㑅ᣲ䚹
– 2015ᖺ11᭶䛾㑅ᣲ䛷䚸㔝ඪ䞉ᅜẸẸྠ┕䛜䚹
– 2015ᖺ12᭶䛻䛿䚸䜰䜴䞁䞉䝃䞁䞉䝇䞊䝏䞊䛜㆟ဨ➼䛻
䜃䛛䛡䝂䝭ᣠ䛔䜢ᐇ䚹

• 䜲䞁䝣䝷䛾ᘓタ䛻ຊⅬ䛜⨨䛛䜜䛶䛔䜛䚹㖔ᒣ㛤
Ⓨ䛜䛩䛩䜏䚸⎔ቃၥ㢟䜒Ⓨ⏕䛧䛶䛔䜛䚹
• 2011ᖺ9᭶᳃ᯘ┬䜢⎔ቃಖ䞉᳃ᯘ┬䛻ᨵ⦅䚹
– ⎔ቃởᰁ䛻䛴䛔䛶䜒ᢸᙜ䛩䜛
– Ỉ㉁ở⃮䚸Ẽởᰁ䛾つไ䛜Ⓨ⾲䛥䜜䛯䚹

䝧䝖䝘䝮䛸䛾ᅜቃ䛻ྥ䛛䛖㐨䛷ぢ䛛䛡䛯䚸
⏕㈨※䜢㐠䜣䛷䛔䜛䛸ᛮ䜟䜜䜛䝞䜲䜽䚹
2013ᖺ3᭶䚹䜹䞁䝪䝆䜰༡㒊䚹
47
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䝭䝱䞁䝬䞊䠄䠎䠅

䜲䞁䝗㻌 䠄䠍䠅
• 䛣䜜䜎䛷䚸⎔ቃᨻ⟇䛾㐍ᒎ䛻
䛒䛯䛳䛶䚸බ┈ッゴ䛻䜘䜛ุ
Ỵ䛜㔜せ䛺ᙺ䜢ᯝ䛯䛧䛶䛝
䛯䚹

• 㖔ᴗ㒊㛛䛛䜙䛾Ỉ㉁ở⃮
– Monywa䛻䛒䜛㖡㖔ᒣ䛷᧯ᴗ䛩䜛୰ᅜே䛸䝭䝱䞁䝬䞊
䛾㌷ചୗ䛾ᴗ䛜Ỉ㉁ở⃮䜢ᘬ䛝㉳䛣䛧䛶䛔䜛௳䛻
䛴䛔䛶䚸ఫẸ䛜ᑐ㐠ື䜢⾜䛔䚸㐊ᤕ⪅䜒䛷䜛㦁䛞
䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹BBC䛺䛹䚸ᅜ㝿ⓗ䛻䜒ሗ㐨䛥䜜䛶䛔䜛䚹
䠄BBC䠖2012/11/30,㻌 2013/1/23,㻌 2013/4/25䛺䛹䚹䠅

– 䝕䝸䞊䛛䜙䛾ᕤሙ䛾⛣㌿䚸䝞䝇
➼䛷䜒CNG䛾⏝
– ᗫᲠ≀㛵㐃䛾ἲ௧䛾ᩚഛ
– ⎔ቃᩍ⫱

• 䝷䝪䛿䚸Ministry of Health, Ministry of Science䛜
䜒䛳䛶䛔䜛䛜䚸⎔ቃಖ䞉᳃ᯘ┬䛻䛿䛔䜎䛾䛸䛣
䜝䛺䛔䚹⎔ቃᕤᏛ䜢ᩍ䛘䜛Ꮫ䝺䝧䝹䛾䝁䞊䝇
䜒䛺䛔䛸䛔䛖䠄2012ᖺ䛾ẁ㝵䠅䚹
Clean India Initiative䛾୍⎔䛸䛧䛶
タ⨨䛥䜜䛯䝂䝭⟽䚹2015ᖺ10᭶

49

• 䝰䝕䜱㤳┦䛾㔜Ⅼᨻ⟇䛾୍䛴
䛸䛧䛶䚸Clean India Initiative䛜
2015ᖺ10᭶䛛䜙ጞ䜎䛳䛶䛔䜛䚹
䝖䜲䝺䛾ᬑཬ䛺䛹䛸䜒䛻䚸ᗫᲠ
≀ฎ⌮タ䛻㈨㔠౪䛩䜛䛣
䛸䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹
50

䜲䞁䝗䠄䠎䠅
ᗫᲠ≀↝༷Ⓨ㟁
• ᗫᲠ≀䛾↝༷Ⓨ㟁䚸RDF〇㐀䚸
RDFⓎ㟁䛺䛹䛾タᘓタ䛜㐍
䜏䛴䛴䛒䜛䚹
JITF Ecopolis♫
䛾ᗫᲠ≀↝༷䞉
Ⓨ㟁タ䚹
2011ᖺ12᭶䛻
ᗫᲠ≀䛾ཷධ
㛤ጞ䚹2012ᖺ1
᭶䛻Ⓨ㟁㛤ጞ䚹
᪥㔞2000䝖䞁䚹

5. 䝡䝆䝛䝇ᒎ㛤䛻ྥ䛡䛶

51

52

⮬♫䛾〇ရ䛾⎔ቃ䝡䝆䝛䝇䜢ᒎ㛤䛩
䜛䛖䛘䛷䛾๓ᥦ᮲௳䜢⌮ゎ䛩䜛

ᅜ䛻䜘䜛㐪䛔䜢⌮ゎ䛩䜛
• ୰ኸᨻᗓෆ䛾ᢸᙜ┬ᗇ䛜┦㐪

•
•
•
•
•
•

– 䝬䝺䞊䝅䜰
• ⛉Ꮫᢏ⾡⎔ቃ┬⎔ቃᒁ
• ఫᏯᆅ᪉ᨻᗓ┬ᅛᙧᗫᲠ≀⟶⌮ᒁ
• 䜶䝛䝹䜼䞊䞉䜾䝸䞊䞁ᢏ⾡䞉Ỉ┬

• ᆅ᪉ᨻᗓ䛸୰ኸᨻᗓ䛾ᙺศᢸ䛾┦㐪
– 䝬䝺䞊䝅䜰䠖୍⯡ᗫᲠ≀䛻䛴䛔䛶䛿䚸୰ኸᨻᗓ䛜䚸䝬䝺䞊
༙ᓥ䜢3䛴䛾ᆅᇦ䛻ศ䛡䛶Ẹ㛫䛻ጤク䚹䠄୍㒊䛾ᆅ᪉ᨻ
ᗓ䛿ཧຍ䛧䛶䛔䛺䛔䜘䛖䛻䚸୰ኸ䛷䛩䜉䛶Ỵ䜑䜙䜜䜛ᵓ
㐀䛷䛿䛺䛔䠅

• ⾜ᨻ䚸❧ἲ䚸ྖἲ䛾㛵ಀ䛾┦㐪

ἲ䞉つไ
ᕤᴗつ᱁
ᴗ䛾⮬ⓗ䛺ྲྀ䜚⤌䜏
ண⟬ไ⣙
䝁䝇䝖➇த
㢳ᐈ䛸䛺䜛⏘ᴗ➼䛾❧ᆅ

– 䝬䝺䞊䝅䜰䠖⾜ᨻᗓ䛜ᙉ䛔䚹
– 䝣䜱䝸䝢䞁䠖❧ἲᗓ䛜ᙺ䛜ᙉ䛔䚹
– 䜲䞁䝗䠖ྖἲ䛾ᙺ䛜ᙉ䛔䚹
53

54

9

⌧ᆅ䛾䝙䞊䝈

ሗ䜢ྲྀ䜛䠄䠍䠅㻌 ᪥ᮏㄒ

• 䝙䞊䝈䜢ᢕᥱ䛩䜛䛣䛸䚸⮬ศ䛯䛱䛾ᢏ⾡䜔〇ရ䜢⌮ゎ
䛩䜛䛣䛸䛜ฟⓎⅬ

• ᪥ᮏ䛾᪂⪺䜢ぢ䛶䛔䛶䜒䜰䝆䜰䛾⎔ቃ㛵㐃䛾ሗ䛿
䜋䛸䜣䛹ฟ䛶䛣䛺䛔
• ᪥ᮏㄒ䛷䛾ᮏ

–
–
–
–

⮬ศ䛯䛱䛾ᢏ⾡䛻䛒䛳䛯䝙䞊䝈䜢᥈䛧䛴䛵䛡䜛
䝙䞊䝈䛻䛒䛳䛯ᢏ⾡䜢㛤Ⓨ䛩䜛
ᢏ⾡䛜ᚲせ䛸䛥䜜䜛䜘䛖䛺๓ᥦ᮲௳䜢ᩚ䛘䜛
⌧ᆅ䛻䛒䛳䛯䝡䝆䝛䝇䝰䝕䝹䜢⪃䛘䜛䚹

– ᪥ᮏ⎔ቃ㆟䛄䜰䝆䜰⎔ቃⓑ᭩䛅䝅䝸䞊䝈㻌 ᮾὒ⤒῭᪂ሗ
♫
– ᆅ⌫⎔ቃᡓ␎◊✲ᶵ㛵䛄䜰䝆䜰䛾⎔ቃ㔜䝙䝳䞊䝇䛅
䛄IGESⓑ᭩䛅䝅䝸䞊䝈
– ⎔ቃ┬䛾ጤクㄪᰝ䛺䛹
http://www.env.go.jp/earth/coop/coop/index.html

• ᶵᲔ䜢䜛䛾䛛䚸᧯ᴗ䜎䛷ㄳ䛡㈇䛖䛾䛛

• ᢏ⾡䜔〇ရ䛤䛸䛻䜰䝥䝻䞊䝏䛾䛧䛛䛯䛿␗䛺䜛䚹
–
–
–
–
–

௦⌮ᗑ
ᕤሙ㐍ฟ
⌧ᆅᏛ䜢ᕳ䛝㎸䜣䛰ᐇドヨ㦂
䝸䞊䝇䜰䝑䝥ရ䛺䛹䛾୰ྂရ䛾㈍
ᕤᴗつ᱁䛾⟇ᐃ䜈䛾ാ䛝䛛䛡䚸⟇ᐃ䝥䝻䝉䝇䜈䛾ཧຍ

• ᨻᗓ䛾ጤクㄪᰝ䛺䛹
– ⎔ቃ┬㻌 http://www.env.go.jp/earth/coop/coop/index.html
– ྛ✀䛾FSㄪᰝ➼䛾ሗ࿌᭩㻌 JICA䛾㛤Ⓨㄪᰝ䚸GEC(ᆅ⌫⎔
ቃ䝉䞁䝍䞊䠅CDM/JIᴗㄪᰝ⤖ᯝ䝕䞊䝍䝧䞊䝇
55

56

ሗ䜢ྲྀ䜛䠄2䠅㻌 ⱥㄒ
• ከ䛟䛾ᅜ䛾┬ᗇ䛿䚸⎔ቃ
┬䜢ྵ䜑䚸䜴䜵䝤䝨䞊䝆
䛺䛹䛷ⱥㄒ䛾ሗⓎಙ䜢
⾜䛳䛶䛔䜛䚹
• ྛᅜ䛷Ⓨ⾜䛥䜜䛶䛔䜛ⱥ
Ꮠ᪂⪺䛾䝕䞊䝍䝧䞊䝇䜢
᳨⣴䛩䜛䛸䚸⎔ቃ㛵㐃䛾
䝙䝳䞊䝇䛜䛷䛶䛟䜛䚹
• ἲᚊ䛻㛵䛧䛶䛿䚸ྛᅜ䛾
⎔ቃᢸᙜ┬ᗇ➼䛾䝃䜲䝖
䛻ຍ䛘䚸Ecolex䛸䛔䛖䝕䞊
䝧䞊䝇䛜౽䚹㻌
http://www.ecolex.org/st
art.php

ሗ䜢ྲྀ䜛䠄3䠅㻌 ⌧ᆅㄒ

• ྛᅜ䛾௦⾲ⓗ䛺ⱥᏐ᪂⪺

• ᪥ᮏㄒ䜘䜚ⱥㄒ䚸ⱥㄒ䜘䜚
䜒⌧ᆅㄒ䛾䜋䛖䛜ሗ㔞䛜
୍⯡ⓗ䛻ከ䛔䚹䜲䞁䝗䚸䝅䞁
䜺䝫䞊䝹䚸䝣䜱䝸䝢䞁䛺䛹ⱥ
ㄒ䛜ᇶᮏⓗ䛻බ⏝ㄒ䛸䛧䛶
䜟䜜䛶䛔䜛ᅜ䛿䚸ⱥㄒ䛾
䜋䛖䛜ሗ㔞䛜ከ䛔ሙྜ䜒
䛒䜛䚹
• ⌧ᆅㄒ䛻⢭㏻䛧䛯ேᮦ䛜
♫ෆ䛻䛔䛺䛔ሙྜ䚸䜴䜵
䝤䛾⩻ヂᶵ⬟䜢⏝䛩䜛䛣
䛸䛷䚸䛒䜛⛬ᗘ䛾ෆᐜ䜢ᢕ
ᥱ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹
• ᮏ᱁ⓗ䛻㐍ฟ䜢⪃䛘䜛䛺䜙
⌧ᆅㄒ䛾䛷䛝䜛ேᮦ䛾⫱
ᡂ䚸☜ಖ䜢䚹

– 䝣䜱䝸䝢䞁䠖Philippine Daily
Inquirer
– 䝧䝖䝘䝮䠖Viet Nam News
– 䝍䜲䠖Bangkok Post, The
Nation
– 䝬䝺䞊䝅䜰䠖New Straits
Times
– 䝅䞁䜺䝫䞊䝹䠖The Straits
Times
– 䜲䞁䝗䝛䝅䜰䠖Jakarta Post
– 䜹䞁䝪䝆䜰䠖Phnom Penh
Post
– 䝷䜸䝇䠖Vientiane Times

ⱥㄒ

᪥ᮏㄒ

⌧ᆅㄒ

57

58

ᾏእ㐍ฟྍ⬟ᛶㄪᰝ䛻ྲྀ䜚⤌䜐䛣䛸
䛻䛺䛳䛯䛝䛳䛛䛡

ேᮦ䛾☜ಖ䚸⬟ຊ䛾ྥୖ
• ᪥ᮏ䛻␃Ꮫ䛧䛶䛔䛯Ꮫ⏕䛾᥇⏝

ᮏᴗ䛾䜰䞁䜿䞊䝖ㄪᰝ䛛䜙䠄ྜ䛾㧗䛛䛳䛯䜒䛾䠅
䠂
䜰䝆䜰ᆅᇦ䛾ᴗ䛛䜙䛾ၥ䛔ྜ䜟䛫

43.2

⮬♫⊂⮬䛷㈍㊰䞉ᴗᣑ䜢┠ᣦ䛧䛯

43.2

ᅜ䛾ᨭᶵ㛵䛛䜙䛾䜰䝗䝞䜲䝇䜢ཷ䛡䛯

27.0

᪥ᮏ䛾ၟ♫䞉㖟⾜䛛䜙䛾ᡴデ䜢ཷ䛡䛯

16.2

⮬య䜔ᅜ௨እ䛾ᨭᶵ㛵䛛䜙䜰䝗䝞䜲䝇䜢ཷ䛡䛯

13.5

• ᪥ᮏே䜶䞁䝆䝙䜰䛜ᢏ⾡㈐௵⪅ཬ䜃୰ሀᢏ
⾡⪅䛸䛧䛶㥔ᅾ䚸⥲⤒⌮䛿ಙ㢗䛷䛝䜛୰ᅜ
ே
• ♫㛗䚸GM䛿䝍䜲ே䚸Ⴀᴗ䞉ᢏ⾡䝬䝛䞊䝆䝱䞊
䛿᪥ᮏே

䛭䛾䛾ᅇ⟅䚸䛚䜘䜃䛾ㄪᰝ䛛䜙
• 䛂ᴗ⏺䛾㞟䜎䜚䜔ሗ䛷ྠ䛨ᚿ䛾ᴗ䛜ぢ䛴䛛䛳
䛯䛃䚸䛂䜰䝆䜰ᆅᇦ䛾㖟⾜䞉ၟ♫➼䛛䜙䛾ᡴデ䛃䛂ᒎ♧䜔ၟ
ㄯ䜈䛾ཧຍ䛃

• ᾏእᕤሙ䞉ົᡤ䛾⌧ᆅ䝇䝍䝑䝣䜢᪥ᮏ䛷◊
ಟ䚹

59

60

10

እ㒊䛾䝸䝋䞊䝇䛾⏝

ᾏእ㐍ฟ㛵㐃㞟➼䠄䠍䠅
• ୰ᑠᴗᗇᾏእᒎ㛤㞟

• ᪥ᮏ㈠᫆⯆ᶵᵓ䠄JETRO䠅

– http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kokusai/2013/140331jirei.
pdf

– ㈠᫆ᢞ㈨┦ㄯ䚸ᒎ♧䚸TTPP䚸᪥୰┬䜶䝛⎔ቃ༠ຊ䝯䞊
䝹䝬䜺䝆䞁䚸ᾏእົᡤ䛾ἲᚊົᡤ䝸䝇䝖

• 㛵ᮾ⤒῭⏘ᴗᒁ㻌 䛂⎔ቃ䝡䝆䝛䝇䛾䜰䝆䜰ᒎ㛤㞟䛃

• ୰ᑠᶵᵓ㻌 ᅜ㝿ᨭ䝉䞁䝍䞊

– http://www.kanto.meti.go.jp/tokei/hokoku/data/20sankou/ajia.
kankyoubiz2008jireisyu.pdf㻌 2009ᖺ3᭶䚹

– ᅜ㝿ᨭ䜰䝗䝞䜲䝇䚸ᾏእᒎ㛤䝽䞁䝇䝖䝑䝥❆ཱྀ

• ᅜ㝿༠ຊᶵᵓ䠄JICA䠅

• ୰ᑠᴗᾏእᒎ㛤ᨭ㛵ಀᶵ㛵㐃⤡㆟䛂ᾏእᒎ㛤ᡂ
ຌ䛾䛯䜑䛾䝸䝇䜽㞟䛃2014ᖺ3᭶䚹

– ୰ᑠᴗᾏእᒎ㛤ᨭᴗ

– http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kokusai/2013/140331jirei.
pdf

• JBIC
• ᪥ᮏᘚㆤኈ㐃ྜ㻌 ⏬㒊ᅜ㝿ㄢ

• ⤒῭⏘ᴗ┬䛂ᾏእᴗ⪅䛸䛾ᢞ㈨ᥦᦠ㞟䡚༠ᴗ䛷ᮍ
᮶䜢ᣅ䛟䛃2014ᖺ4᭶

୰ᑠᶵᵓ䛾䛂ᾏእᒎ㛤ᨭ䝝䞁䝗䝤䝑䜽䛃䛜ཧ⪃䛻䛺䜚
䜎䛩䚹

– http://www.meti.go.jp/policy/investment/5references/pdf/jirei.
pdf
61

62

ᾏእ㐍ฟ㛵㐃㞟➼䠄䠎䠅

䝡䝆䝛䝇ᒎ㛤䛻ྥ䛡䛶

• 䝆䜵䝖䝻ά⏝

• ேᮦ䛾☜ಖ

– https://www.jetro.go.jp/case_study/

– ⱥㄒ䚸⌧ᆅㄒ䚹ゝⴥ䛜䛷䛝䛶〇ရ䜔ᢏ⾡䛜ศ䛛䜛ே䜢᥇
⏝䛩䜛䚸⫱ᡂ䛩䜛䚹

• ⎔ቃ䝡䝆䝛䝇㛵㐃୰ᑠᴗ䛾䜾䝻䞊䝞䝹ᒎ㛤䛻㛵䛩䜛
ㄪᰝ㻌 I䡚III

• 㐍ฟඛ䛾䝙䞊䝈䛾ᢕᥱ

– https://www.jetro.go.jp/world/reports/2011/07000598.html
– https://www.jetro.go.jp/world/reports/2012/07000974.html
– https://www.jetro.go.jp/world/reports/2014/07001698.html

–
–
–
–

• ⚄ዉᕝ┴୰ᑠᴗᾏእᒎ㛤㞟

ᒎ♧䚸ၟㄯ䜈䛾ཧຍ➼
㢳ᐈ䛸䛺䜚䛖䜛⏘ᴗ➼䛾❧ᆅ≧ἣ䛾ᢕᥱ
⎔ቃつไ䜔䛭䛾ᇳ⾜䛻䛴䛔䛶
⮬ศ䛯䛱䛾䝡䝆䝛䝇䛜ᡂ䜚❧䛳䛶䛔䜛᮲௳䜢⌮ゎ䛩䜛

• ၟ⩦័➼䛾㐪䛔䛺䛹䜢⌮ゎ䛧䚸䝸䝇䜽䜈䛾ᑐฎἲ䜢Ꮫ
䜣䛷䛚䛟
• ⏝䛷䛝䜛እ㒊䛾䝸䝋䞊䝇䛻㛵䛩䜛ሗ䜢㞟䜑䚸ᚲせ
䛻ᛂ䛨䛶⏝䛩䜛

– http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/579998.p
df

• ᕞᆅᇦ୰ᑠᴗᾏእᒎ㛤㞟㻌 䠄Ver.3)
http://www.kyushu.meti.go.jp/seisaku/kokusai/glocal/jirei
/all.pdf
63

64
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補足資料 ５－４．シンポジウムアンケート結果
環境シンポジウム海外展開シンポジウム開催時アンケート結果
（開催日：平成 28 年 2 月 5 日

於：内幸町ホール）

アンケート回収状況
参加数（人）

回収数（件）

回収率（%）

88

70

80

1. 本シンポジウムをどのようにして知りましたか（複数回答可）

その他の内容
関東経済産業局

記載なし

シンポジウム事務局

お誘い

所属団体

JETRO
METI メール配信サービスにて（新着情報）
関連団体より
貴局の知人からの紹介
経営側からの案内で知った

その他

参加会社よりの紹介
上司より
中小機構の知人
ネット
友人の紹介

1

2. あなたは環境ビジネスの海外展開にどのような形で関係していますか（複数回答
可）

その他の内容
NEDO 事業（マレーシア）
展開を後押しする仕事
海外展開を支援する人材の提供
企業法務支援
未だ関係していない

3. 講演内容は参考になりましたか。
①環境ビジネスのアジア展開に向けた戦略

2

参考になった点や印象に残った点、ご意見等
データが参考になりました
各種の指標が大変参考になりました
アジア地域の状況
データベースの活用の仕方など
参考になる多くの資料を頂きました。
海外展開における成功の条件、現地に行かなくては分からない経営トップ自らが行
かなくてはならない事。
アジア各国の情報がコンパクトにまとまっていた。
タイの工業省から廃棄物の適正処理の通達が出ている点
アジア諸国の実情が分かりました
工場の公害対策について、施設は整備していても運営資金の工面が難しく稼働に至
らないケースがあることは興味深かった。

参
考
に
な
っ
た
点
、
印
象
に
残
っ
た
点
等

3 社とも違った経験、大変興味深かった。
数値データは各国の違い、多くの切り口で比較できて参考になった。
汚職制御データなどは面白いデータであった。
各国の概要はもう少し具体的に伺いたいと思いました。
各国の環境規制と取り組みの説明。
製品販売から、出張サービス事業への展開
海外、特にアジアの現状について教えていただき有難く思いました。
アジア地域における環境に対する考え方はまだ途上中にあること、また法制も難し
い状況にあることが分かった。
アジア各国の現状や公害問題の実情が具体的に分かったこと
当然と言っては当然だが、国によって法規制や環境の取組みに違いがあること。ま
た、対応する政府団体が違うこと。
アジアの環境ビジネスの現状、展望がわかり参考になった。ただ、現状の内、環境
分野の分類、日本企業の割合が知りたいと感じた。
各国の状況を網羅して頂き有益でした。
各国の法整備、取組状況を知ることが出来、ビジネスチャンスのヒントになると思
います。また情報入手方法はとても参考になります。
総論としての整理の上で
各国の制度がよくわかった。
大変具体的で参考になりました。
各国の情報
事例集情報

3

参考になった点や印象に残った点、ご意見等

比較的お話が総花的であったような気がする。もう少し時間をかけて話されたらよ
かった
もう少し具体的にアジア各国の実情及び求めているものは何か？
COP21 に沿った JAPAN の補助金がどのように使われるのがベストか？
アジア各国で環境がビジネスとして受け入れられるのは、一部の国、地域であると
ご
意
見
等

思うが、その戦略と躯体的に。
将来、アジアは 1 つになり交流（人材を含む）が進むと思うが、JAPAN としてのその
戦略、それに則った企業としての戦略は何がベストか？何を講演してほしかった。
海外展開の具体的な話が少なかった。
ボリュームが多くて走り気味になったのは残念。
もう少し各国の特徴対比が分かると良い。
内容というか対象が広過ぎ、時間が短い
情報のとり方をもう少し詳しく説明しても良かったのではないでしょうか。

②パネルディスカッション

参考になった点や印象に残った点、ご意見等
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等

中国でのプラント建設失敗談
苦労した話や、失敗の話
JICA 中小企業海外展開支援を受けて、ベトナム（ダナン市）進出を考えているので
参考になった。
各パネラーの方々の熱い思い、経験がストレートに伝わり、大変質の高いシンポで
した。
失敗事例を聞けてよかった。
話しの内容が参考になりました。
現実の失敗談は一番参考になった。
大手企業の OB を利用する。
4

参考になった点や印象に残った点、ご意見等
環境経営総合研究所の方のエピソードが印象にのこった。
生々しい失敗談や苦労話がやはり参考になりました。
松下社長の法務に関するお話しが非常に興味深かった。
失敗談は大変参考になった
商社を入れる必要性が分かった
失敗談はささいなことでも参考になる。
松下さんの出合いの話は参考になった。
失敗談や苦労話、細かなノウハウや勘所が大変参考になった
外国進出への注意点、取引先国のルールに詳しい弁護士を利用すること、日本人の
気質が全く通用しないこと

参
考
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等

リアリティのある話で良かった。
進行、内容よかった。
生々しい経験談。
ゼオテックさんの勇気に拍手。
失敗事例はそのままカントリーリスクを表しているものと思います。
宗教面で気をつけなければならないことを含め、それぞれの国の特徴を知りたいと
思います。
中国で商売を考えていますが、リアルな実話が聞けて良かった。
成功談より失敗談。
パネリスト各社の会社活動紹介
弁護士ほど怪しい存在はないということを再確認できた。
とても詳しくお話しいただき、興味深いものでした。ありがとうございました。
失敗談など、気をつけなければならない点が参考になりました。
外国、特にアジアと取引するのは大変だというお話を伺い勉強になりました。人材
についての大切さについて力説されていましたのは大変参考になりました。
カントリーリスクに関して失敗談が聞けて大変参考になった。
公的機関の活用も重要だと思った。
実際に事業をやっている方々の"生"の声が聞けて参考になった。
失敗談はどれも参考になった。
海外進出するなら、相手国をよく知ることが重要だということ。
その国によくしっている商社を間にはさむこと。
あらゆる行政サービスを利用する（補助金など）
実際に海外進出する企業の代表の話で参考になった。現地の情報のわかる信頼でき
るパートナー、自社でも現地の情報収集の重要性であり、自社で技術をやっていて
も失敗する事がある。調査。
やはり失敗談を聞けるのが非常に参考になりました。パネリストの皆様がそれぞれ
異なるタイプで話がおもしろかったです。
5

参考になった点や印象に残った点、ご意見等
各社の事業内容に興味を持った。
特に中国における留意点、失敗例等
行政サービスの利用例
経営者の姿勢
カントリーリスク事例から見る対策と予防について深く考えることが出来ました。
失敗事例と経営者としての責任の自覚
人材確保の重要性
低温での合成石炭技術
海外の大手会社との共同は重要
CH4 発酵、炭化、人材の海外部（共立）
中国での失敗事例
ご意見等
パネリストの事業紹介が長くなり、海外展開への話を少し主にして欲しい。何を主体的
判断で展開を決断したのかを聞きたかった。難しい事業のデータの話ではなく、何を基
準、メルクマールを教えて欲しかった。

4. 環境ビジネスの海外展開に関し、関心のあるテーマをお聞かせください（複数回
答可）

その他の内容
省エネに関する話。各国の制度や、企業の取り組み、ニー
ズ等。
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5. その他（ご自由にお書きください）
その他の内容
日本国内での常識や慣習が現地では通じないことがパネリストの方々の実体験を
通して改めて認識できた。
相手国別を限定したこのようなシンポジウムもあれば参加したい。
社内の磐石な体制、作らなければいけない。
技術革新、独自の技術の確立の重要性を感じた。
海外進出、事業展開を進めていく上で企業だけでなく行政等の支援サイトの方もパ
ネリストに入れていただけるとおもしろいと思いました。

6. あなたの勤務先について
(1)業種

(2)従業員数

(3)資本金
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