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アジアの環境市場（左軸　単位：十億ドル） アジアへの環境装置輸出額（右軸　単位：億円）

＜アジアの環境市場と日本の対アジア環境装置輸出＞＜アジアの環境市場と日本の対アジア環境装置輸出＞＜アジアの環境市場と日本の対アジア環境装置輸出＞＜アジアの環境市場と日本の対アジア環境装置輸出＞

出典：「Global Environment Market: Asia」Environmental Business International. Inc 2006.9（社）日本産業機械工業会「環境装置の生産実績」を基に経済産業省作成
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当局のこれまでの取り組み

平成１９年度平成１９年度平成１９年度平成１９年度

近畿地域における環境・省エネビジネスの戦略的アジア展開支援に係る調査近畿地域における環境・省エネビジネスの戦略的アジア展開支援に係る調査近畿地域における環境・省エネビジネスの戦略的アジア展開支援に係る調査近畿地域における環境・省エネビジネスの戦略的アジア展開支援に係る調査

２２２２

調査概要：調査概要：調査概要：調査概要：

アジアにおける環境・省エネビジネスマーケット分析及び近畿の環境・省エネ

ビジネスのアジア展開の現状・課題に基づき、アジアと近畿地域の環境・省エネ

ビジネスに係る継続的なネットワーク構築の可能性の検討を実施。

特に、本１９年度調査においては、アジアの中でＡＳＥＡＮとのビジネス連携の

可能性調査に重点。

主な調査方法主な調査方法主な調査方法主な調査方法：

①近畿地域の環境・省エネ関連企業向けアンケート調査：

（発送数４０５社、回 収１０９社：回収率２６．９％）

②近畿地域の環境・省エネ関連企業に対するヒアリング調査（１９社）

③現地調査（タイ、インドネシア、ベトナム）

④大学、企業等の有識者による検討委員会

（委員長：大阪大学名誉教授 吉田敏臣）



凡例

：非常に関心があり、展開する方針である。

：関心があり、展開を検討している。

：関心はあるが、展開の検討はしていない。

：関心がない。

タイ（有効回答数：８７）14% 16%
41%

29%

インドネシア（有効回答数：９０）7% 13%
47%

33%

ベトナム（有効回答数：９３）6% 18%
49%

27%

シンガポール（有効回答数：８３）6% 16%
42%

36%フィリピン（有効回答数：８６）1% 13%
40%46%

マレーシア（有効回答数：８８）6% 16%
40%

38%

ラオス（有効回答数：７９）0% 38%59%
3%カンボジア（有効回答数：７９）41%58%

1%0%ブルネイ（有効回答数：７９）5% 42%53% 0%
ミャンマー（有効回答数：８０）39%59%

1%1%

ビジネス・ネットワークの当面の対象地域案についてビジネス・ネットワークの当面の対象地域案について

（昨年度調査における関心地域より）（昨年度調査における関心地域より）
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８月２９日実施のセミナー参加者へのアンケート結果

関心地域
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ビジネス・ネットワークの当面の対象地域案について

（昨年度調査におけるビジネス性分析より）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タイ インドネシア ベトナム 

・水分野  （処理水リサイクル、 高度処理） ・大気分野  （産業排ガス、 移動発生源） ・環境分析分野 ・廃棄物・ リサイクル分野 ・省エネ分野 （エコプロダクツ 省エネ製品） 
 ・新エネ分野  （BDF、アルコール、   バイオマス等） 
 

 

 

 

 ・水分野（水処理、 処理水リサイクル） 
 ・大気分野 ・水分野（上水） ・環境分析分野 ・廃棄物・ リサイクル分野 ・省エネ・新エネ分野 

 
発展状況 ビジネス性 

B to B レベル 
実証実験 レベル 
ODA レベル 

一部工業団地 
 
 
 
 

 ・水分野 ・環境分析分野 ・廃棄物・ リサイクル分野 
 
 
 
 ・大気分野 ・省エネ・新エネ分野 
 

一部工業団地 

 

 ：現状 ：将来発展余地 

カウンターパートとB to Bの展開を図る 
技術協力、人材育成を実施し、カウンターパートを発掘する 大規模プロジェクト(インフラ整備・石油精製施設等)獲得 技術協力、人材育成を実施し、カウンターパートを発掘する 
カウンターパートとB to Bの展開を図る カウンターパートとB to Bの展開を図る 
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タイにおける環境規制関連法の概要

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国家環境保全推進法：：：：Enhancement and Conservation of National 

Environment Quality Act, B.E. 2535(1992)

• 1975年の国家環境保全法に変わり、基本的かつ包括的な環境法として再制定された

法律。

• 環境管理に関する汚染者負担の原則を盛り込むとともに、深刻な環境汚染の発生やそ

のおそれのある地域を指定して、総合的な環境対策を実施することとしている。

• 総合排水処理設備や総合廃棄物処理施設などを建設する場合には国家予算からの

資金配分や環境基金からの貸し付けが受けられることを規定。

工場法工場法工場法工場法:Factory Act B.E. 2535 (1992)

• 工業省の管轄下にある工場の操業を管理する法律。

• 排水、ごみ（有害廃棄物・生活廃棄物）について、排水は工場外に排出される前に法に

定められた基準を満たすように処理すること、有害廃棄物は安全で密閉された容器に

保管すること、他の種類の廃棄物とは厳格に区分することなどが定められている。

• 具体的な処理方法や処理基準は、工業省の告示に示されている。

６６６６



タイにおける環境規制関連法の概要

有害物質法：有害物質法：有害物質法：有害物質法：Hazardous Substances Act B.E. 2535 (1992)

• 有害物質の適切な管理規定及び手続きを定め、有害物質の監督と管理に関係する省

庁間に適切な管理システムを整備することにより、全ての有害物質を管理下に置くこと

を目的としている。

• 工業大臣に、危険予防の必要がある場合には、有害物質の保有、分配、又は使用を

禁止する地域を指定する権限を付与。

• 有害物質を４つのカテゴリーに定義・分類し、それぞれについて、事前通知、免許の必

要性等について管理手続きを規定。

公衆衛生法：公衆衛生法：公衆衛生法：公衆衛生法：Public Health Act B.E. 2535 (1992)

• 固形廃棄物管理に関する最も包括的な法律。廃棄物管理における自治体の役割につ

いて明記。

• 固形廃棄物を取り扱う民間事業者へのライセンスや、回収・運搬・処理の手法及び建

設物に関する衛生基準や要求事項等を規定した地域の付随定款の設置に関する自治

体の役割も規定。

• ごみと排水の収集及び輸送の手数料についても規定されている。

７７７７



（経済産業省「環境負荷物質対策に係る環境ビジネス等の動向等に関する調査」より） ８８８８

3-2. タイにおける工場排水基準項項項項　　　　　　　　目目目目 基基基基　　　　準準準準　　　　値値値値最高基準値3,000mg/l、または公害規制委員会の判断によるが、次の場合は5,000mg/l を超えてはならない。1) 流入水が塩分を含みかつＴＤＳ値が2,000mg/l 以上の場合2) 海に放流する場合浮遊物質 (SS) 最高基準値　50mg/l、または公害規制委員会の判断によるが、150mg/l を超えてはならない。温度 ４０℃以下色度、臭気 不感知硫化物 1.0mg/l 以下シアン化合物 0.2mg/l 以下油脂分 最高基準値　5.0mg/l、または公害規制委員会の判断によるが、15mg/l を超えてはならない。ホルムアルデヒド 1.0mg/l 以下フェノール 1.0mg/l 以下遊離塩素 1.0mg/l 以下殺虫剤 検出されないこと最高基準値　20mg/l、または公害規制委員会の判断によるが、次の業種は 60mg/l を超えてはならない。1) 毛皮工場2) 澱粉工場3) 澱粉加工食品工場4) 織物工場5) 製革工場6) パルプ・紙工場7) 化学工場8) 製薬工場9) 冷凍食品工場最高基準値　100mg/l、または公害規制委員会の判断によるが、次の業種は 200mg/l を超えてはならない（告示の公示２年後から有効）。1) 食品工場2) 動物用食品工場最高基準値　120mg/l、または公害規制委員会の判断によるが、次の業種は 400mg/l を超えてはならない。1) 食品工場2) 動物用食品工場3) 織物工場4) パルプ・紙工場重金属　　亜鉛 5.0mg/l 以下　　６価クロム 0.25mg/l 以下　　３価クロム 0.75mg/l 以下　　銅 2.0mg/l 以下　　カドミウム 0.03mg/l 以下　　バリウム 1.0mg/l 以下　　鉛 0.2mg/l 以下　　ニッケル 1.0mg/l 以下　　マンガン 5.0mg/l 以下　　ひ素 0.25mg/l 以下　　セレン 0.02mg/l 以下　　水銀 0.005mg/l 以下＜出所＞財団法人 国際環境技術移転研究センターホームページ（http://www.icett.or.jp)2006年3月時点
COD全ケルダール窒素BOD

全溶解固形物　(TDS)(mg/l)1 2 3 4 5Color,odor and Taste/色度、臭気、味 - n n n n -Temperature/温度（℃） - n n' n' n' -pH - n 5-9 5-9 5-9 -DO:Dissolved Oxgen/溶存酸素 20%値 n 6 4 2 -BOD/生物化学的酸素要求量（5日20℃） 80%値 n 1.5 2.0 4.0 -Coli.Bacteria/大腸菌（MPN/100ml）-Total Coliform/全大腸菌 80%値 n 5,000 20,000 - --Fecal Coliform/糞便性大腸菌 80%値 n 1,000 4,000 - -NO3-N/硝酸性窒素 最大許容値 n 5.0 5.0 5.0 -NH3-N/アンモニア性窒素 〃 n 0.5 0.5 0.5 -Phenol/フェノール 〃 n 0.005 0.005 0.005 -Cu/銅 〃 n 0.1 0.1 0.1 -Ni/ニッケル 〃 n 0.1 0.1 0.1 -Mn/マンガン 〃 n 1.0 1.0 1.0 -Zn/亜鉛 〃 n 1.0 1.0 1.0 -Cd/カドミウム 〃 n 0.005*0.05** 0.005*0.05** 0.005*0.05** -Cr6＋/6価クロム 〃 n 0.05 0.05 0.05 -Pb/鉛 〃 n 0.05 0.05 0.05 -T-Hg/全水銀 〃 n 0.002 0.002 0.002 -As/ひ素 〃 n 0.01 0.01 0.01 -T-CN/全シアン 〃 n 0.005 0.005 0.005 -Radioactivity/放射能（Bq./liter） 〃-総量（alpha） 〃 n 0.1 0.1 0.1 --総量（beta) 〃 n 1.0 1.0 1.0 -Pescticides/殺虫剤 〃 n 0.05 0.05 0.05 -DDT/ｼﾞｸﾛﾛｼﾞｪﾌｪﾆﾙﾄﾘｸﾛｴﾀﾝ(μg/liter) 〃 n 1.0 1.0 1.0 -α-BHC/ﾍﾞﾝｾﾞﾝﾍｷｻｸﾛﾗｲﾄﾞ(μg/liter) 〃 n 0.02 0.02 0.02 -Dieldrin/デルドリン（μg/liter） 〃 n 0.1 0.1 0.1 -Aldrin/アルドリン（μg/liter) 〃 n 0.1 0.1 0.1 -Heptachlor & Heptachlor epoxid/ﾍﾌﾟﾀｸﾛｰﾙ及びﾍﾌﾟﾀｸﾛﾙｴｷｽﾎﾟｻｲﾄﾞ 〃 n 0.2 0.2 0.2 -Endrin/エルドリン（μg/liter) 〃 n none none none -n＝自然な状態n'＝自然な状態、ただし温度変化は3℃を越えないこと*＝水の硬度がCaCO3として100mg/liter より多くない場合**＝水の硬度がCaCO3として100mg/liter より多い場合

項目 統計値3-1. タイにおける表流水（河川、湖沼）の環境基準 級ごとの基準値

級別1級2級3級4級5級＜出所＞財団法人 国際環境技術移転研究センターホームページ（http://www.icett.or.jp)2006年3月時点いくぶん洗浄で新鮮な表流水源で、次に利用されているもの(1)消費用。使用の前に通常の水処理工程を要す(2)工業(3)その他の活動1～4級に区分されない水源で、次に利用されているもの(1)水上交通
条件及び受益者特別に洗浄で新鮮な表流水源で、次に利用されているもの(1)非消費。水処理を必要としない。ただし、通常の滅菌処理だけは必要(2)基本的な生物体が自然に繁殖していけるような生態系保存非常に洗浄で新鮮な表流水源で、次に利用されているもの(1)使用の前に通常の水処理工程をして消費(2)漁業の存続や助けになる水生生物の保護(3)漁業(4)レクリエーション中程度に洗浄で新鮮な表流水源で、次に利用されているもの(1)消費用。使用の前に通常の水処理工程を要す(2)農業

3-4. タイにおける工場からの大気への排出基準項目 排出源 単位 基準１．ボイラー、加熱炉 mg/m3石油 mg/m3 300石炭 mg/m3 400その他燃料 mg/m3 400２．製鉄、アルミニウム工業 mg/m3 300３．あらゆる排出源 mg/m3 400アンチモニー あらゆる排出源 mg/m3 20ヒ素 溶解製錬 mg/m3 20銅 あらゆる排出源 mg/m3 30鉛 あらゆる排出源 mg/m3 30塩素 あらゆる排出源 mg/m3 30塩化水素 あらゆる排出源 mg/m3 200水銀 あらゆる排出源 mg/m3 3一酸化炭素 あらゆる排出源 mg/m3 1000硫酸 あらゆる排出源 mg/m3 100硫化水素 あらゆる排出源 mg/m3 140二酸化硫黄 硫酸製造 ppm 1300ボイラー、加熱炉石油 mg/m3 940石炭 mg/m3 470キシレン あらゆる排出源 mg/m3 870クレゾール あらゆる排出源 mg/m3 22二酸化硫黄 石油燃焼 ppm 1250＜出所＞窒素酸化物
粒子状物質

Pollution Control Department HomepageNotification of the Ministry of Industry No.2, B.E.2536 (1993)Notification of the Ministry of Industry No.9, B.E.2538 (1995)Notification of the Ministry of Industry No.2, B.E.2543 (2000)

3-3. タイにおける大気質基準項目 平均 単位 許容基準1時間 mg/m3 34.28時間 mg/m3 10.26二酸化窒素 1時間 mg/m3 0.32オゾン 1時間 mg/m3 0.21年 mg/m3 0.1１日 mg/m3 0.31時間 μg/m3 780鉛 １ヶ月 μg/m3 1.5１日 mg/m3 0.12１年 mg/m3 0.05１日 mg/m3 0.33１年 mg/m3 0.1＜出所＞Pollution Control Department HomepageNotification of National Encironmental Board No.10 B.E2538(1995)Notification of National Encironmental Board No.24 B.E2547(2004)
一酸化炭素二酸化硫黄粒子状物質（＜１０μ）ＰＭ－１０粒子状物質（＜１００μ）



省エネルギー関係

省エネルギー促進法省エネルギー促進法省エネルギー促進法省エネルギー促進法：Energy Conservation Promotion Act, B.E. 2535(1992)

２００７年に大幅改定を実施し、２００８年６月に改正省エネルギー法が発効。

• 指定工場と指定ビルの省エネ、機器や設備の省エネ、省エネ促進ファンドなどから構

成。

• 特定工場や特定ビルでは、目標設定と改善策の策定を行い、６ヶ月毎にエネルギー使

用の報告を義務付け。

• ２００７年改正の特徴は、従前のエンジニアリング的対策（機器・設備重視）からエネル

ギー管理の実践（人材重視）に重点をシフト。エネルギー省は、規制・法の執行者から

支援・促進の推進への方針転換。

• 新規ビルの規制を重視

• 機器の効率基準の設定と効率の表示の促進

等

９９９９



企業の環境負荷低減に向けた取り組み

• タイにおける最大の課題の一つは、厳格な環境関連規制に関する法制度等タイにおける最大の課題の一つは、厳格な環境関連規制に関する法制度等タイにおける最大の課題の一つは、厳格な環境関連規制に関する法制度等タイにおける最大の課題の一つは、厳格な環境関連規制に関する法制度等

があるものの、その執行体制や実施状況が不十分であること。があるものの、その執行体制や実施状況が不十分であること。があるものの、その執行体制や実施状況が不十分であること。があるものの、その執行体制や実施状況が不十分であること。

このため、限られた予算と人員の中で、効率的に企業等の規制遵守を促進すこのため、限られた予算と人員の中で、効率的に企業等の規制遵守を促進すこのため、限られた予算と人員の中で、効率的に企業等の規制遵守を促進すこのため、限られた予算と人員の中で、効率的に企業等の規制遵守を促進す

る取り組みを実施。る取り組みを実施。る取り組みを実施。る取り組みを実施。

最近の例：工場排水口での水質オンラインモニタリングの強化最近の例：工場排水口での水質オンラインモニタリングの強化最近の例：工場排水口での水質オンラインモニタリングの強化最近の例：工場排水口での水質オンラインモニタリングの強化

現在は、10,000ｔ/dayの大規模排水工場での設置が義務付けられているもの

を、来年から、500ｔ/day以上の排水事業者についても設置を義務付ける予定。

• 我が国は、タイでの、こうした企業の環境負荷低減活動や省エネ促進を円滑我が国は、タイでの、こうした企業の環境負荷低減活動や省エネ促進を円滑我が国は、タイでの、こうした企業の環境負荷低減活動や省エネ促進を円滑我が国は、タイでの、こうした企業の環境負荷低減活動や省エネ促進を円滑

に実施するため、に実施するため、に実施するため、に実施するため、Green Aid Plan (GAP)等の様々な技術協力を実施している。等の様々な技術協力を実施している。等の様々な技術協力を実施している。等の様々な技術協力を実施している。

例：例：例：例：日本の公害防止管理者制度に相当する産業環境管理者（スーパーバイ

ザー）制度構築への支援、大気管理システム（モニタリングシステム・データ

ベース）の構築支援、エネルギー管理士制度の導入・確立支援、ＬＣＡ（ライフ・

サイクル・アセスメント）支援Life Cycle Assessment)
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タイでの環境・省エネビジネスの展開の方向性

（日本でのビジネス展開）

環境規制→ビジネスチャンス

（タイでのビジネス展開）

環境規制→政府等による民間企業の環境負

荷低減を促進するための取り組み→ビジネス

チャンス
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タイ現地調査について

目的目的目的目的： タイにおける環境・省エネ分野でのビジネス連携が進むと考えられ

る分野の調査

主な訪問先主な訪問先主な訪問先主な訪問先：

工業省工場局、工業省工業振興局、ｴﾈﾙｷﾞｰ省代替ｴﾈﾙｷﾞｰ開発局、 FTI

（タイ工業連盟）、カセトサート大学、日系企業、タイ現地企業、世界銀行

バンコク事務所 他

昨年度調査結果等に基づく、タイでの関心事項昨年度調査結果等に基づく、タイでの関心事項昨年度調査結果等に基づく、タイでの関心事項昨年度調査結果等に基づく、タイでの関心事項

・繊維、製紙、食品加工等の工場排水処理の改善

・製鉄所等からの排ガス対策 ・ＢＤＦ開発

・産業廃棄物の適正管理 ・ＣＤＭプロジェクト

・家電のリサイクル促進 ・廃熱再利用 等
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タイにおける主な関心分野

• 今回の現地調査の結果、タイの政府・民間企

業の主な関心分野は、

①リサイクルの推進

②チャオプラヤ川等の水質改善

③工業用水不足への対応

④省エネルギーの推進

⑤新エネルギー（バイオエネルギー）開発

13



リサイクルの推進

• 現在、家電リサイクル法の導入が検討されており、回収した

廃家電のリサイクルを実施する事業所の育成等が急務と

なっている。

• タイでは、未だ、金属回収やプラスティックの再利用等のリ

サイクル技術は不足しており、リサイク分野での事業者等の

育成に大きな関心がある。

工業用水の再利用

• タイでは、バンコク市を中心に、急速に工業用水不足が顕在

化しており、工業用水の再利用や節水等のニーズが高まり

つつある。特に、膜技術等を活用した海水淡水化や工業用

水再利用に関心があるが、民需ではまだコスト面での課題

が大きい。
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チャオプラヤ川等の水質改善

• チャオプラヤ川の水質改善はタイの重点課題の一つであり、

王室も含めて関心が高い。この河川への排水は、生活排水

７０％、農業排水１５％、工業排水１５％であり、河川の水質

改善は、工業排水の改善に加えて、公共下水道や中央下水

施設の整備も併せて行う必要がある。

• また、河川等における染色廃水の水質改善が大きな課題。

しかし、新規の環境装置の導入等が困難な中小企業等が中

心であり、染色廃水処理＋省エネ＋リサイクルといったコスト

パフォーマンスを考慮したトータル・ソリューションの提案を検

討することが考えられる。
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省エネルギーの推進

• 省エネルギーに関する関心は高く、政府も各種制度を設け

て省エネ推進を行っている。

• エネルギー消費量の多い食品産業や繊維産業での省エネ

ニーズが高い。

• ショッピングセンターやスーパーマーケットにおいても、コスト

削減を目指した省エネの導入の検討が進んでいる。

新エネルギー開発

•バイオマス利用に関しては、そもそも、タイでは各種バイオマ

スの供給量が我が国と比べて多く、研究・実用化は比較的進ん

でいる。

• 太陽光発電や燃料電池開発に関心が高いが、まだまだコス

ト面での課題。但し、一部では、実証プロジェクトが進展しつつ

ある。
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今後の進め方（案）

■現地ニーズの更なる分析

→ 現地企業及び進出日系企業へのアンケート調査の実施

■タイにおけるリサイクルビジネスに関する情報提供

→ 現地の廃棄物・リサイクル分野のビジネスに精通している専門家等を招

いて勉強会を開催

→ タイの廃棄物・リサイクル関係の政府関係者や企業等を関西に招いて講

演会・個別意見交換会の開催

■チャオプラヤ川等の水質改善や工業用水再利用等に関するビジネスチャ

ンスの抽出

→ これまでの我が国ＯＤＡや技術協力等の成果と課題を分析し、民間ベー

スでの取り組みが成功するビジネス・モデル（例：公的資金と民間資金と

の有機的な連携手法等）の検討を行う。
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今後の進め方（案）

■省エネビジネス促進のための取り組み

→ 食品工場や繊維工場等の省エネに関心があるタイ企業等の代表を招き、

関西の省エネ技術や商品を紹介する機会を設ける。

→ 現地のエネルギー管理士等への関西の省エネ商品や技術の紹介を行う。

■新エネルギーの共同研究の推進

→ 現地の新エネルギー等の研究を行っている機関との連携を強化し、ＮＥ

ＤＯ等のプログラムを活用し、現地での実証実験等を行う。
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ご静聴ありがとうございました。

セミナーの内容及びフォーラムに関する

お問い合わせ先

近畿経済産業局 環境・リサイクル課

（担当：森下、山本）

TEL:０６－６９６６－６０１８

E-mail：kin-kankyo@meti.go.jp
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