
平成２１年５月２６日

関西・アジア 環境・省エネビジネス交流推進フォーラム事業

「タイへのミッション派遣」の結果について

関西・アジア 環境・省エネビジネス交流推進フォーラム（事務局：近畿経

済産業局）は、関西メガ・リージョン活性化構想実現のためのアクションプラ

ンの一環として、産業クラスター「環境ビジネス KANSAI プロジェクト(グリー

ン・クラスター)」と共催で、平成 21 年 5 月 20 日（水）～23 日（土）にタイ・

バンコクで開催された ENTEC POLLUTEC ASIA 2009 において、メンバー企業 12

社のパネル展示やプレゼンテーション、商談会を実施した。

特に、商談会の実施については、当局及び JETRO 等のネットワークを活用し、

これら１２社が出展する製品やサービス等の情報提供を事前に行った結果、現

地で 165 件の商談が行われ、この内、年内に何らかのビジネス合意の可能性が

ある案件が 54 件にのぼる等高い成果があがった。

今後、こうした商談会での成果をフォローアップすることが重要であり、環

境ビジネス KANSAI プロジェクト及び JETRO バンコクセンター等の協力を得つ

つ、関西及びバンコクの両地域で専門のコーディネーターが支援する体制を整

備する予定。

１． 近畿経済産業局は、関西に集積の高い環境・省エネルギー関連企業のアジア展開

を支援するため、平成 20年 11 月に「関西・アジア 環境・省エネビジネス交流

推進フォーラム」を設立し、現在、約１００社の企業、団体等が参加している。

２． 関西メガ・リージョン活性化構想実現のためのアクションプランの一つである「関

西・アジア環境・省エネビジネス交流推進キャラバン」の第１弾として、ビジネ

ス連携の可能性が高いタイにおいて、環境ビジネス KANSAI プロジェクトと共催

で、タイ最大級の環境・エネルギー関連展示会である「ENTEC POLLUTEC ASIA 2009

（環境技術・公害防止技術展）」（RENEWABLE ENERGY ASIA 2009(再生可能エネル

ギー展)併催）（平成 21年 5 月 20 日（水）～23日（土）、於；Bangkok International

Trade & Exhibition Center (BITEC)）において、本フォーラムのメンバー企業

（及び環境ビジネス KANSAI プロジェクト参加企業）である下記１２社のパネル

展示、プレゼンテーション及び商談会を行った。

①日立造船株式会社、②株式会社ササクラ、③株式会社テイエルブイ、④積水ア

クアシステム株式会社、⑤近畿環境興産株式会社、⑥浜田化学株式会社、⑦株式

会社エイトテック、⑧鈴木産業株式会社、⑨東洋スクリーン株式会社、⑩大和化



学工業株式会社、⑪エヌ・イー・ティ株式会社、⑫CDM インフラ環境株式会社

３． 本展示会には、４日間で計 10,467 名の入場者があり（展示会事務局速報値）、オ

ープニングセレモニーに参加したタイ国ワンナラットエネルギー大臣や在タイ

日本大使館小町大使も本フォーラムの展示ブースを訪問する等高い関心を集め

た。また、１２社が行ったプレゼンテーションには、延べ 176 名の参加があった。

４． 今回のミッションの最も大きな成果は、質の高い商談会が実施されたことである。

本ミッションに参加した１２社にアンケートを実施したところ、165 件の商談が

行われ、この内、54 件については、「年内に何らかのビジネス合意の可能性があ

る」との回答があった。（「ビジネスの可能性があるが、不透明」は、68 件であっ

た。）具体例としては、現地での試作機製作に向けた詳細を詰める段階に至った

企業や現地企業数社から見積もり依頼があった企業、更には、プラントを実際に

見学するための関西訪問の日程調整を開始した企業等出展企業が期待していた

以上の成果があがった。

５． 今回のミッション派遣に先立ち、各企業が出展する商品の英文カタログを作成し、

当局及び JETRO バンコクセンター等のネットワークを通じ、商談会への呼びかけ

を行った。具体的には、タイの商務大臣、エネルギー大臣、工業大臣、天然資源・

環境大臣宛のレターの発出、大阪総領事館総領事への直接依頼、Federation of

Thai Industry(FTI:タイ工業連盟)メンバー企業、タイ商工会議所メンバー企業、

タイ工業省傘下の各種業種別団体所属企業、Board of Investment (BOI;タイ投

資委員会)関連企業向けの案内等を実施した。

６． こうした展示会出展や商談会については、フォローアップが重要であり、特に、

中小企業は、海外展開の経験が浅く、また、マンパワーの問題もあるため、関西

側では環境ビジネス KANSAI プロジェクトの海外担当コーディネーターが今回の

ミッションに参加するとともに、引き続きフォローアップを行う予定である。ま

た、タイ側では、JETRO バンコクセンターが環境専門のコーディネーターを採用

する方向で検討を進めている。商談が具体化する中で、タイにおける知財保護の

手法やタイ現地法等の国際法務、タイの税制、与信調査、BOI 申請手続き、現地

の人材育成、国際ファイナンスや貿易保険の活用、現地での技術開発等様々な課

題解決のための取り組みを行う必要がある。このため、フォーラムでは、JETRO

や AOTS 等海外展開を支援する公的機関が「支援・協力機関」として参加してお

り、こうした機関と連携しながら、ビジネスの具体化に向けた支援を行う予定。

（本発表資料のお問い合わせ先）

近畿経済産業局環境・リサイクル課

担当者：森下、沖

電 話：０６－６９６６－６０１８



（参考１）

関西 環境・省エネルギービジネス交流ミッション in Thailand

１．主 催：産業クラスター計画「環境ビジネス KANSAI プロジェクト」及び

関西・アジア 環境・省エネビジネス交流推進フォーラム

２．時 期：2009 年 5月 19 日（火）出発 2009 年 5月 24 日 帰国（予定）

３．場 所：タイ Bangkok International Trade & Exhibition Center (BITEC)

４．内 容：

① 「ENTECH POLLUTEC Asia」及び｢「RENEWABLE ENERGY Asia」における

パネル展示（2009 年 5月 20 日(水)～23 日(土)）

○展示スペース：４２m2

○展示方法：パネル展示＆パンフレット配布等

② 企業プレゼンテーション

○日 時：2009 年 5 月 20 日(木) 午後 及び 5月 21 日(金) 終日

○場 所：展示会場内プレゼンテーション会場

○会場容量：50 席（シアター形式）

○ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ：1社 20 分程度（逐次通訳）→1社約 40 分

③ 商談会

○日 時：2009 年 5 月 20 日（木）～5月 23日

○場 所：展示会場内当ミッション専用商談会ｽﾍﾟｰｽ 他

○形 態：事前にマッチングした商談会及び現地でアレンジした商談会

展示会名称：「ENTECH POLLUTEC Asia 2009 (環境技術・公害防止技術展)」
(「RENEWABLE ENERGY Asia 2009（再生可能エネルギー展）」及

び「PUMPS&VALVES ASIA 2009(ポンプ＆バルブ展) 併催」)
主 催：UBM Asia (Thailand) Co Ltd. 
協 力：Ministry of Natural Resources and Environment, Ministry of Energy, 

Office of Natural Resources and Environment Policy and Planning, 
Thailand Environment Institute 他

時 期：2009 年 5 月 20 日(水)～23 日(土)
場 所：Bangkok International Trade & Exhibition Center (BITEC) 



（参考２）

関西・アジア 環境・省エネビジネス交流推進フォーラム

目的 近畿地域の環境・省エネビジネスとアセアンや中国等のアジア地域の環境・省エネビジ

ネス及びそのユーザー企業との持続的なビジネス連携のためのビジネス・ネットワーク

構築を目指す。

設立： ２００８年１１月２６日

構成： メンバー アジアでのビジネス展開を志向する関西の環境・省エネ関連企

業等約１００社

支援・協力機関

（フォーラムの活動

への助言、支援・協力

機関が有する情報の

提供や各種プログラ

ムとの連携による支

援・協力）

ＪＥＴＲＯ大阪本部、ＡＯＴＳ関西研修ｾﾝﾀｰ、ＪＯＤＣ、ＮＥ

ＤＯ関西支部、中小企業基盤整備機構近畿支部、省エネルギー

センター近畿支部、関西経済連合会、地球環境関西フォーラム、

大阪商工会議所、日本産業機械工業会関西支部、大阪府、兵庫

県、京都産業エコ推進機構、日中経済貿易センター、環境ビジ

ネスＫＡＮＳＡＩプロジェクト、ＡＰＥＣ環境技術交流促進事

業運営協議会

活 動 内

容

重点地域における

ビジネス連携促進

事業

（重点地域：当面、

ﾀｲ、広東省、遼寧省）

① 重点地域のビジネスニーズ調査、カウンターパート等ネッ

トワーク構築

② 見本市、商談会の実施

③ 現地でのビジネス・フォローアップ体制整備

④ 支援・協力機関との連携による関西での研修事業や現地実

証ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ支援

情報提供、情報発

信、セミナー等

① 現地法制度やビジネス情報の提供

② メンバー企業の英文・中文等の商品情報等の整備

⑤ 各種セミナーの開催

⑥ ＨＰでの情報提供、メルマガ発信

フォーラ

ムの体制

事務局 近畿経済産業局

幹事会 （予定） 本ﾌｫｰﾗﾑの活動方針等について、主要なﾒﾝﾊﾞｰ企業や支援・協力

機関による幹事会を設けて 検討する。

参加費 無料



関西関西 環境・省エネルギービジネス交流ミッション環境・省エネルギービジネス交流ミッション inin ThailandThailand
（出展企業一覧）（出展企業一覧）

１．日立造船株式会社

所在地：〒１４０－００１３

東京都品川区南大井６－２６－３ 大森ベルポートD館 １５Ｆ

資本金： ４５４億４，２００万円 従業員数： ２，８００名

＜今回出展する製品・技術: 高効率なサーマルリサイクル技術＞
ごみ焼却に伴う発生熱を効率よくボイラで吸収し、蒸気タービン発電機により
電気エネルギーに変換する再生可能で持続可能なエネルギー変換技術。たと
えば、２，０００kcal/kgの熱量を持つごみを１日あたり１，０００トン処理すれば、
２１MWの発電が可能である。
国内で５０カ所の廃棄物発電設備（ごみ焼却プラントに併設）建設実績があ
る。大阪市の舞洲プラントは最大発電量３２，０００ｋｗ。発電された電気は、一
部プラント内で使用されるほか、電力会社に供給されている。また、台湾に建
設された北投プラントでは８，０００時間の連続運転を達成している。

２．株式会社ササクラ

所在地：〒５５５－００１１ 大阪市西淀川区竹島４丁目７番３２号

資本金：２２億２、０００万円 従業員数：３２４名

＜今回出展する製品・技術： ヒートポンプ式蒸発濃縮装置＞

蒸発缶と自社オリジナルのヒートポンプを一体化することにより、大容量の
工場排水・廃液の濃縮処理を省エネルギーかつ省スペースで行う。工場から
出る排水・廃液の減容化、凝縮水の再利用、有価物の回収に利用されている
おり、省エネ・省CO2、容易なメンテナンス、ランニングコストの削減等が強み。

国内では食品・繊維・電子関連等約６００台、タイでは自動車・サッシ・タイ
ヤ・電子関連等７台、その他アジア地域で約６０台の導入実績を持つ。

３．株式会社テイエルブイ

所在地：〒６７５－８５１１ 兵庫県加古川市野口町長砂８８１

資本金：４億８，０００万円 従業員数： ３００名

＜今回出展する製品・技術： ﾃﾞｨｽｸ･ｽﾁｰﾑﾄﾗｯﾌﾟ、ﾌﾘｰﾌﾛｰﾄ･ｽﾁｰﾑﾄﾗｯﾌﾟ＞

スチームトラップとは、ボイラー等蒸気を活用するプロセスや蒸気輸送配管
で発生するドレン（復水）を、蒸気を漏らさず、排出する自動弁であり、熱効率
を高めることにより、大幅な省エネ効果があげることができる。

ディスク・スチームトラップは、低圧域から高圧域まで広範囲に使用できる汎
用性のあるトラップ。また、フリーフロート・スチームトラップは高精度の真球フ
ロートを心臓部に採用し、シンプルな構造で長寿命。



４．積水アクアシステム株式会社

所在地：〒５３１－００７６

大阪市北区大淀中１－１－３０（梅田スカイビルタワーウエスト２１Ｆ）

資本金：２億円 従業員数： １８３名

＜今回出展する製品・技術: 排水処理装置エスローテ＞
省エネルギーで汚泥発生量が少なく維持管理が容易な排水処理装置。

特殊な立体格子状接触体に固着させた微生物膜を利用して排水を浄化する
仕組みで、接触体は約４０％を排水中に浸漬させた状態でゆっくり回転し、空
気中からは酸素を吸収し、排水中からは汚濁成分を吸着して微生物の働きに
より好気的に分解する。

国内においては、食品・化学工場の排水処理を中心に約２００台の導入実績
があり、そのほか台湾、韓国、インドネシアの工場排水、生活排水処理の実績
がある。

５．近畿環境興産株式会社

所在地：〒５９６－００１５ 大阪府岸和田市地蔵浜町１１番地の１

資本金： １億２，２００万円 従業員数： １３７名

＜今回出展する製品・技術： 廃棄物リサイクルプラント＞＜今回出展する製品・技術： 廃棄物リサイクルプラント＞

廃棄物リサイクルプラントにおいて、石油精製、化学、製鉄等の工場から排
出される廃油、汚泥などさまざまな種類の産業廃棄物を、高度なミキシング技
術とノウハウを組み合わせ、化石燃料代替燃料としてリサイクルすることがで
きる。産業廃棄物を燃焼しないため、排ガスが発生せず、受入廃棄物のほぼ
１００％を原料として利用するため排水が発生しないなど、二次公害の発生を
伴わない環境負荷の低い廃棄物リサイクルである。

カロリー、粘土、引火点、塩素濃度などについて、一定品質のリサイクル燃
料を製造することが可能で、国内では年間約１０万ｔを販売している。

６．浜田化学株式会社
所在地：〒６６０－０８６１ 兵庫県尼崎市御園町３９亀田ビル４F

資本金： ５，０００万円 従業員数： １００名

＜今回出展する製品・技術： 連続式大型バイオ燃料製造プラント＆関連装置＞

連続式大型バイオディーゼル燃料プラントおよび事業関連の技術、製品、コ
ンサルティングを提供する。

具体的には、少ないスペースで多量の高品質バイオディーゼル燃料製造・
廃棄グリセリンの高品質化をする装置・技術で、現在のタイでの既存事業の
問題解決、コスト削減やＣＯ２排出量削減についての提案を行う。

国内において、連続式バイオディーゼル燃料製造プラント３基、バッチ式バイ
オディーゼル燃料製造装置４台が稼働している。



７．株式会社エイトテック
所在地：〒５３２－００３５ 大阪市淀川区三津屋南３－７－３

資本金： ５，０００万円 従業員数： １２名

＜今回出展する製品・技術： 次亜塩素酸生成装置と超音波流量計＞

水道水の中には、常時、塩化物が微量に含まれており、この塩素イオンを原
料に無隔膜電気分解を行うと、塩素（Cl2）と苛性ソーダ（NaOH）と水素（H2)が
生成する。このNaOHとCl2は液中で瞬時に反応し、殺菌効果の高い次亜塩素
酸ソーダ（NaClO）が生成する。この原理を活用し、配水池や貯水槽での低下
した塩素濃度を、薬液を入れることなく殺菌効果を増し、安心して飲み水にす
ることができる装置である。カンボジアに飲料水安全確保のため導入実績あり。

また、超音波流量計は、従来の流量計のように管路を絞らずに高精度な計
測が可能で、設置もメンテナンスも不断水で短時間にできる機器である。

８．鈴木産業株式会社

所在地：〒６１５－６２３７ 京都府京都市西京区山田中吉見町５－６

資本金： ４，０５０万円 従業員数： １５名

今 す 製 技術 超 細気泡 生装 高度排水処

９．東洋スクリーン工業株式会社

所在地：〒６３６－０１０３ 奈良県生駒郡斑鳩町幸前２－１０－６

資本金：２，０００万円 従業員数：７０名

＜今回出展する製品・技術： 傾斜式固液分離スクリーン＞

排水処理、製造工程での固液分離に用いられる傾斜式のウェッジワイヤー
スクリーン。スクリーンには多数のスリットがあり、このスリットは楔形をした
ウェッジワイヤーで構成されているため、スラリー中の異物（固形物）が目詰ま
りを起こさず連続的に回収される。

化学、食品、繊維、染色、皮革など化学工場の排水処理や農水産加工工場
の汚水処理、公共下水、コミュニティー下水、高層ビルなどの雑排水処理等に
用いられている。日本国内で３万台以上の実績を持つほか、中国の工場排水
処理やイラン、サウジアラビアの樹脂プラント、ペレット回収設備等海外への
導入実績も持つ。

＜今回出展する製品・技術： 超微細気泡発生装置による高度排水処理＞

染色工場等の工場排水を新開発された凝集剤と超微細気泡による加圧浮
上分離装置により、ＢＯＤ・ＣＯＤ・ｎーHex処理を高効率で行う。さらに高い酸
化力を有するオゾンと高速・瞬間反応装置により、脱色・残留COD処理の高度
水処理行う。これは再生水生成を可能にすると同時に省エネルギー・ランニン
グコストの削減をも考慮したシステムとなる。 国内では、染色工場、食品工場
等での多数の導入実績あり。そのほか中国・タイ（エアレーションシステム）の
染色工場にも実績がある。



１１．エヌ・イー・ティ株式会社

所在地：〒６６６－０１１５ 兵庫県川西市向陽台３丁目６－２１６

資本金： １，０００万円 従業員数： ７名

＜今回出展する製品・技術： 排水処理システム＞

１０．大和化学工業株式会社
所在地：〒５５１－００２１ 大阪市大正区南恩加島５－８－６

資本金： １，０００万円 従業員数： ２３名

＜今回出展する製品・技術： 減圧脱水乾燥装置 “減”＞

あらゆる廃液または汚泥を減圧下で蒸留・脱水し、廃棄物の削減を実現でき
る。現在、高含水率の産業廃棄物の多くは一定の薬剤処理・活性汚泥処理を
経て６０～８０％含水状態で処理されているところ、“減”は減圧蒸留法を核と
する処理システムによって、残渣含水率を数％に、その回収水を再利用する
クローズド化と産廃減量化のシステムとして確立されている。

国内では約１００台を導入、アジア地域はシンガポール、フィリピン、韓国、台
湾において溶剤の再生処理・リサイクル化や洗浄廃液処理等に導入されてい
る。

生物処理の可能性を大幅拡大した排水処理システム。
水処理用接触材「揺動床バイオフリンジ」は、BOD処理能力を３～４倍に高め、
汚泥発生量を約１／１０に減少する効果があり、人間の生活、活動から発生
する汚濁物質を自然（微生物）が分解処理することによって、自然環境の高効
率を再現する。
国内においては350件の実績を持ち、台湾、中国、米国、マレーシア、インド
にも導入実績を持つ。

１２．ＣＤＭインフラ環境株式会社

所在地：〒５６２－００３５ 大阪府箕面市船場東２－４－１５

資本金：１，０００万円 従業員数： １５名

＜今回出展する製品・技術： バイオディーゼル製造装置＞

食用油を原料として、バイオディーゼルを製造する二種類の装置を提供する。
ひとつは、連続的に食用油の主成分トリグリセライドからＦＡＭＥ（脂肪酸メチ
ルエステル）を製造するコンパクトな装置であり、トリグリセライドをほぼ100%Ｆ
ＡＭＥに変換可能な高効率の装置である。

もうひとつは接触触媒反応（Ｃｒａｃｋｉｎｇ）を利用したバイオディーゼル製造装
置で、軽油と同成分のバイオディーゼルを製造可能である。原料となる廃食用
油以外に化学品(メタノールや酸・アルカリなど)を使用しないため、環境負荷
が非常に低い新技術である。


