
大和化学工業株式会社 

中小企業における環境ビジネスのアジア展開

――広東省佛山市南海区プロジェクト   

 

中国 

広東省 

佛山市 



 

 

設立    １９８２年５月２４日＇創業１９６１年（ 

資本金  １０００万円 

従業員数 ２５名＇２０１２年５月現在（ 

住所    大阪市大正区南恩加島５丁目８番６号 

営業品目 

産業洗浄用洗浄装置、溶剤回収装置、蒸留再生装置、減
圧脱水乾燥装置、ドライクリーニング機、ドライクリーニ
ング用溶剤・各種洗剤、界面活性剤製品販売 

   関連会社 大和国際貿易（香港）有限公司 

         深圳大井和環保科技有限公司 

         SIAM DAIWA INTERNATIONAL Co.Ltd. 

         THAI  DAIWA INTERNATIONAL Co.Ltd. 

                                佛山和源活性炭再生科技有限公司 
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沿革 
• １９６１ 竹田製作所創業 

• １９８２ 株式会社として法人化、資本金１０００万円 

• １９８８ 溶剤回収装置 製造販売開始 

• １９９１ 密閉洗浄装置 製造販売開始 

• １９９３ 深冷式溶剤削減装置 製造販売開始 

• １９９４ 低消費型洗浄装置 製造販売開始 

• １９９５ 減圧蒸留再生装置 製造販売開始 

• １９９６ 断熱材発泡ガス回収装置 製造販売開始 

• ２０００ クリーニング機用 減圧蒸留再生装置 製造販売開始 

• ２００１ 減圧脱水乾燥装置 Take-減 製造販売開始 

• ２００３ NASDA(現JAXA) 種子島宇宙センター 溶剤リサイクルシステム納入 

• ２００７ 高真空減圧蒸留再生装置 製造販売開始 

• ２００９ 海外への事業展開に着手 

• ２０１０ 大和国際貿易＇香港（有限公司設立 

• ２０１１ 深玔大井和環保科技有限公司設立 

• ２０１１ SIAM DAIWA INTERNATIONAL Co.Ltd. 設立 

• ２０１２ THAI  DAIWA INTERNATIONAL Co.Ltd. 設立 

• ２０１２ 佛山和源活性炭再生科技有限公司＇広東省佛山市南海区・合弁（ 
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コア技術の出発点 
国内の原子力発電所に６１台の 

納入実績 
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発電所の作業服の除染用途 



種子島宇宙開発事業団JAXAへ 
洗浄システム・溶剤回収装置納入 
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その他、 国内のロケットエンジン部品供給協力会社、数社に回収装置を含めた 

洗浄システム多数納入 

 

 

                                             



冷蔵庫断熱材フロン回収装置 
納入実績 
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関東エコリサイクル 
 

東日本リサイクル 
 

ハイパーサイクルシステムズ 

東京エコリサイクル グリーンサイクル 
 

北海道エコリサイクル 

アクトビーリサイクリング 

Bグループ(日立、三菱、ソニー、富士通、シャープ、三洋（ 

の家電リサイクル工場の12工場中7工場に納入し 

他社より高い回収率で稼働中 
1995年 CFC-113回収装置共同開発＇大和化学工業・日立製作所（ 



産業廃棄物最終処分地 浸出水処理 
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浸出水 RO膜 濃縮装置 Take-減 乾燥スラッジ 



産業廃棄物最終処分地 浸出水処理 
納入実績 
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宮崎県都城市 

熊本県八代市 
愛知県知多市 

富山県射水市 

北海道十勝郡 

愛媛県西条市 

高知県安芸市 



装置商品群 
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減圧脱水乾燥装置 

 TAKE-減 

活性炭吸着式溶剤回収装置 

 TAKEシリーズ 

ドライクリーニング装置 
各種蒸留再生装置 

深冷式溶剤ガス削減装置 



減圧脱水乾燥装置－減 

10 

1800のサンプルテスト実績 

 客先の廃水サンプルを自社内テスト機にて 

 サンプルテストを行ない、客先用途にあった 

 処理方法・システムを提案します。 

   

特徴 

 生産工程から排出される高濃度廃液を 

減圧下で限りなく蒸留濃縮し、産業廃棄物
排出量の低減、並びに資源化、蒸留水の再
利用等を提案しています。 
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代表的な実施例 
  ・重金属排液処理 排水再利用 

  ・メッキ洗浄廃水の再利用(排水ゼロ化（ 

  ・シリコンウエハー加工廃液の再利用 

  ・産廃最終処分地浸出水の処理 

  ・米とぎ汁排水処理、残渣有価物化 

  ・脱脂洗浄排液減容化 

減圧脱水乾燥装置－減 

釜残 

  水溶性切削油廃液   無電解ニッケル廃液 

 シアン含有廃液 

原水 回収水 釜残 原水 回収水 

釜残 原水 回収水 



Ｃ 

VOCオンライン 
モニタリング部門 

 

長天思源：大和：早稲田 

5 1  ：  4 5  ：  4  
資本金1,200,000 RMB 

佛山和源活性炭再生科技有限公司 

α＇投資会社（ 

資本金 5～10億円 

総代理店：広東長天思源環保科技有限公司 

活性炭再生部門 
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佛山和源活性炭再生 
科技有限公司 



背景１：中国のＶＯＣ抑制に関する取組と政策 

「中国国民経済と社会発展の第12次5カ年計画」 
→複合型の大気汚染の抑制と環境モニタリングの必要性を明言した。 

                     ＇第24章  第1節、第3節。 -2011年3月16日発表（ 

 
「国家環境保護“十二五”計画」 
→政府によるVOC排出濃度の監視と情報管理の重要性が増している。 

  排出基準の制定及び排出量の削減に力を入れる。   
 
                                            ＇第4章 第2節。  -2011年12月15日発表（ 
 

ネットワーク化されたオンラインVOCモニタリング技術は、業界別・業種別・地域別によ

るVOC排出状況の特徴を把握するための情報収集手段として最適である。政府によ

り収集されたモニタリングデータは、今後の具体的かつ効果的なVOC削減対策の立

案や政策的取組み方法を検討する上で重要かつ有益であり、また政策実施後のタイ

ムリーな対策効果の確認にも活用できる。 
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背景2：広東省のＶＯＣ抑制に関する取組と政策 
ーー地方標準の発表と重点管理企業名簿の作成 

左図、2010年11月1日に広東省環境保護庁と広東省質量技術監督局によって発表さ

れた広東省地方標準「家具製造業揮発性有機化合物の排出基準」である。上図、
2010年11月15日に広東省環境保護庁によって発表された「珠江デルタ地区及び清遠
市工業揮発性有機化合物＇VOC（排出重点監督企業名簿」に関する通達である。 
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“十二五”期間中のVOC抑制に関する取組： 
広東省：揮発性有機化合物汚染抑制実証プロジェクト 
       モデル事業を推進する。 
佛山市：排出基準値の合格率を９０％に目指す。 



背景3:南海区政府の取組と政策(1) 
ーー事業の基点、行政の通達 

上図、2010年6月18日に佛山市南海区節能減排治汚

工作領導チームによって発表された「南海区家具業
界汚染整治工作方案」に関する通達である。 
右図、2011年1月28日に佛山市南海区環境運輸と城

市管理局＇南海区環境保護局（によって発表された大
和化学工業株式会社への技術要請文書である。 
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5月10日 国家環境サービス業華南集積区起動式  
南海区区長鄭燦儒のスピーチ 
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背景4:南海区政府の取組と政策(2) 
ーー国家環境服務業華南集積区の建設 

2011年4月18日、中国国家環境保護部

の推進する中国初めての「国家環境
サービス業華南集積区」が佛山市南海
区で設立されました。南海区では、「省エ
ネ産業」、「環境金融」、「環境サービス」
と「環境モニタリング」などの「環境サービ
ス業」の発展と経済発展を結合し、お互
いに促進するような産業構造に転換しよ
うとしている。 

「国家環境サービス業華南集積区 常設展示場」 
大和化学工業株式会社が南海区政府の要請を受け、地域循環型
活性炭吸着方式を提案した揮発性有機排気＇VOCs（抑制事業を

「国家環境サービス業華南集積区」のモデル事業として中国環境

保護部に認定されました。 17 



背景5:南海区政府の取組と政策(3) 
ーー環境モニタリング社会化方式とモデル事業の実施 

 南海区環境保護局が現在

「環境物ネットワーク」といっ

た各種環境汚染物質の排

出状況を１つのスクリーンで

同時に確認できるモニタリン

グネットワークを構築した。

測定対象物質にBOD、COD、

SS、重金属、粉塵物質及び

VOCなどがある。 

 既に本事業実施した南海区

家具工場の塗装有機排気

＇VOC（の排出モニタリング

＇テストラン（も同時に実施さ

れている。 
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南海区環境保護局 環境モニタリングセンター スクリーン 



背景6:南海区政府の取組と政策(4) 
ーーモデル事業の推進及び展開 

推進方案の設計 
 

 南海区家具業界の汚染排除・検収及びモニタリング社会化モ

デル事業に基づき、社会化環境検測機構と環境モニタリング機

構の役割分担を明確し、社会化環境モニタリング機構の管理制

度を充実し、社会化監理測定の指導意見を発表し、環境モニタリ

ング社会化の範囲を家具業界から小型ボイラ、工業加熱炉、ガ

ソリンスタンドなどの他業界に拡大し、南海から佛山、広東、さら

に華南等の地区へ展開し、華南地区の社会化モニタリング機構

の発展を推進する。 

モデル事業の設計 
 

 ①検収測定と管理の役割分担。②検収測定の内容と要求：南

海区環境モニタリング測定ステーションが「南海区家具業界排除

検収測定の手引」を制定し、検収するモニタリングプロジェクトを

明確にし、測定ポイントと頻度、測定方法と機器、評価標準など

を明記する。③検収結果の提出。④品質管理審査の要求：報告

書の品質管理とデータ品質管理の審査を含む。⑤報告書類の

確認。 

19 
「国家環境サービス業華南集積区 常設展示場」 
 



事業実施ロードマップ 
項目＼年度 2012年 2013年 2014年 

合弁会社の設立 

V 
O 
C 

オ
ン
ラ 

イ
ン
モ
ニ
タ 
リ 

ン
グ
事
業 

計量器具型式批准 

製造計量器具許可 

現地仕様製品開発 

VOC オンラインモニタリ

ング 

生産の準備と開始 

ＩＳＯ認証の取得 

環境保護製品認証 

活
性
炭
再
生
事
業 

増資 

関連資質の取得 

活性炭再生部門の
立上げ 

活性炭再生事業運
営開始 

6月 6月 6月 3月 3月 3月 9月 9月 9月 
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会社スタート 

製品発売 

環境認証取得 



3月  7日 日本省エネ環保産業展示交流会・南海 出展 

 

 

 

 

 1月28日 佛山市南海区環境保護局の技術要請を受けた  

 2月      佛山市南海区家具業界第1次市場調査 実施 

 

10月    佛山市南海区家具業界第2次市場調査 実施 

11月26日 北京・人民大会堂「第六回 日中省エネルギー・環境総合フォーラム」  

         VOCオンラインモニタリングネットワークの構築事業 合意調印 

            

           

   

 

 

  2月15日  合弁新会社「佛山和源活性炭再生科技有限公司」 設立合意 

  3月21日    グローバル技術連携・創業支援補助金に採択 ＇経済産業省（ 
21 

2010年 

2011年 

2012年 

  2月  8日 「広東省珠江デルタ清潔空気活動計画」 発表 

 

  6月18日 「南海区家具業界における汚染の整頓改善活動計画」 

11月  1日 「家具製造業界揮発性有機化合物排出標準」＇DB44/814-2010（   発表 

11月15日  「珠江デルタ地区及び清遠市工業揮発性有機化合物＇ＶＯＣ（排出重点    

                     管理企業リスト」  発表 

 

 

 4月18日 南海区において「国家環境サービス業華南集積区」 設立 

 

 

 

 11月26日 「佛山市南海区人民政府と近畿経済産業局による環境・省エネ分野に         

                     おけるビジネス交流促進のための協力」のＭＯＵ協力文書調印。 

   1月   9日 2012年佛山市国民経済と社会発展計画では「切実にＶＯＣ汚染物質の 

       削減活動を展開し、基本的に重点管理企業名簿の30％の対策任務を完  

       成させる」と決めた。 
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ＶＯＣオンラインモニタリング事業 

連続測定 

センサー 

無線ＬＡＮ 

データ送信 

入口 

出口 

VOC排出事業所 

排出口 

排気濃度測定 

 

VOCセンサー 

測定機器制御盤 

VOC排出濃度データ 

南海区環境保護局  
環境モニタリングセンター スクリーン 

⇒実施現場：南海区某家具工場 
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ビジネス展開の視点 

1.現地仕様化・現地ブランド化＇コストダウン（ 

2.国家認証取得 

3.販売ネットワークの構築 

4.中国政府による事業化のサポート 
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現地仕様とブランド化＇コストダウン（ 
①研究開発費支援 

利益 

研究開発費 

製造コスト 

部材原価 

利 
益 

製
造
コ
ス
ト

 

一般製品単価の構成 

研究開発費 
償却 

「グローバル技術連携・創業 
支援補助金」採択されました。 

↓ 
研究開発費用に対して 

2/3補助 

利益 

研究開発費＇2/3償却（ 

製造コスト 

部材原価 

利 
益 

製
造
コ
ス
ト

 

本事業製品単価の構成 

コストダウン 
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現地仕様とブランド化＇コストダウン（ 
②「試作開発」・「販路開拓」 

・第六回日中省エネルギー・
環境総合フォーラム日中政
府協力認定プロジェクト。     
           2011.11.26 

・「佛山市南海区人民政府と
近畿経済産業局による環境・
省エネ分野におけるビジネス
交流促進のための協力」の
ＭＯＵ協力文書調印。 
          2011.11.26 

「グローバル技術連携・創業
支援補助金」に採択された。                       
           2011.11.26 



活性炭再生事業 VOCオンライン 
モニタリング事業 
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VOC排出事業所 
佛山和源活性炭再生

科技有限公司 

連続測定 

センサ 

データ 

送信 

環境局 

活性炭吸着工程 

活性炭再生・溶剤回収工程 



活性炭再生事業の内容 
• 各対象家具工場へ活性炭が入った、吸着塔を設置。 

• 工場塗装ブースからのトルエン、キシレン等のVOCガスを吸着し、清浄空気として放出。 

• 吸着塔通過後のガス濃度をセンサにて自動計測し、測定データを環境局へ送信。データによって、吸

着塔交換時期を確認。 

• 各対象家具工場は、月々のリース料として支払う。 

 

吸着装置 
• 吸着塔2台、ブロア、フレームで構成。 
• 標準モデル  風量が200㎥/min 
  溶剤濃度75ppm, ,1日8時間吸着、 
  15日で1再生とする。 
• 交換するのは吸着塔のみ。 
 

再生脱着乾燥装置 
・「脱着装置」は、コンデンサ、分離器、溶剤タンク、排水タンク、曝気槽、 
         フレームで構成。1再生が60分になる。 
・「乾燥装置」は、ブロア、フレームで構成。1乾燥が90分になる。 
・各対象家具工場より、排気濃度データを収集。排気濃度が規定値を越えると、 
 活性炭再生センターが吸着塔を回収。 
・活性炭再生センター内で、活性炭を蒸気により脱着。また乾燥をし、再生を行う。 
・回収後の溶剤は、手洗浄用などの用途で使用可能。 

吸着装置 再生＇脱着・乾燥（装置 



市場規模及び顧客構成 
佛山市南海区 ＇環境保護局と連携（ 

 家具製造業界 291社 

--2010年6月18日、佛山市南海区節能減排治汚

工作領導チームによって発表された「南海区家具

業界汚染整治工作方案」により。 

佛山市全体 343社 

珠江デルタ及び清遠市 1811社 

＇革製造業、木材パネル製造業、家具製造業、印

刷業、石油加工業、インク製造業、プラスチック製

品製造業、コンテナ製造業、自動車製造及び船

舶製造業、金属製品業、電子設備製造業、非金

属鉱物製造業（ 

--2010年11月15日、広東省環境保護庁によって

発表された「珠江デルタ地区及び清遠市工業揮

発性有機化合物＇VOC（排出重点管理企業名簿」

により。 
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活性炭再生事業の成長 

  第1次：            

0~120社対応             

設備製造120社対応 

  第2次：      

120~240社対応        

設備製造120社対応 

   第3次：         

240~291社対応         

設備製造51社対応 

注： ここでの「第1次」、「第2次」、「第3次」とは、事業
計画を立てる時、目安として設定された期間のことで
ある。本計画書では、各「次」が原則1年と設定する。 



事業採算性評価＇要検討（ 

資本金試算 イニシャル ランニング 原価 売上 資本金額 単年度 累積 

第一次 ¥509,575,000  ¥88,969,200  ¥598,544,200  ¥244,005,894  ¥588,094,200  (¥354,538,306) (¥347,538,306) 

第二次 ¥470,950,000  ¥181,417,650  ¥652,367,650  ¥488,011,788  ¥400,911,756  (¥164,355,862) (¥507,894,168) 

第三次 ¥204,247,500  ¥230,160,750  ¥434,408,250  ¥591,714,293    ¥157,306,043  (¥350,576,874) 

第四次   ¥230,160,750  ¥230,160,750  ¥591,714,293    ¥361,553,543  ¥10,987,919  

第五次   ¥230,160,750  ¥230,160,750  ¥591,714,293    ¥361,553,543  ¥372,552,712  

※南海家具工場＇顧客数が291社である場合（ 



現段階の状況１：協力事業調印 2011年11月25日 

2011年11月25～26日、北京人民大会堂で行われた「第

六回 日中省エネルギー・環境総合フォーラム」で、大和

化学工業株式会社と広東長天思源環保科技有限公司

が「広東省佛山市南海区におけるＶＯＣオンラインモニタ

リングネットワークの構築」について調印を行いました。 

調印文書の概要＇中・日文（ 
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現段階の状況2：市場調査＇2011年10月中旬（＆ＶＯＣセンサー
実機試験の実施＇2011年11月下旬～（ 

実測排気
風量

排気風速 静圧
排气濃度平均値

＇装置入口（

＇m³/min（ ＇m/s（ ＇kPa（ ＇ppm（
① 117.8 2-2.5 0.0098 1011
② 94.2 1.5-2 0.049 207.9
① 313.2 2.5-3 0.196 308.4
② 208.8 1.5-2 0.196 148

3 佛山市南海九江年年好家具有限公司 ① 139 8.2 125 383.2
① 189.5 3-3.5 1.176 224.4
② 578.9 6.7 1.323 194.1
③ 216.6 4 1.617 164.3

①×3台 239.8 11.1 0.0588 263
②×4台 240 9.5-10 0.1176 5.94

6 佛山市南海区浩昕家具有限公司 ① 152.6 3.5-4 0.392 269.5
7 佛山市南海意家家具有限公司 ① 67.8 3.5-4 0.196 922
8 佛山市南海区保利中龍五金家具厂 ① 150.7 5 0.0098 90.89

①×2台 -- -- -- --
②×5台 -- -- -- --

10 佛山市南海永和玩具制品有限公司 水帘 135 8.5-9 0.1764 31.47
11 北汽福田汽車股份有限公司南海汽車厂 排气4台 -- -- -- --
12 佛山市南海里水諾信専業塗装有限公司 粉体塗装 -- -- -- --
13 広亜アルミ業有限公司 静电塗装 -- -- -- --
14 佛山市南海区明珠建材工業有限公司 ① 1166.4 24 0.0412 191
15 広東伊立浦電気股份有限公司 スクラバー,集塵 -- -- -- --
16 佛山市南海区松岗精致アルミ家具発展有限公司 -- -- -- -- --

4 佛山市南海区沙頭金天拓家具厂

5 佛山市南海威合家具装飾有限公司

9 佛山市南海福和玩具有限公司

No. 会社名 装置

1 佛山市華柏家具有限公司

2 佛山市域都家具有限公司

 

有機排気吸着装置 ＶＯＣセンサー 

測定データ 測定機器 

ＶＯＣセンサー実機試験の実施 市場調査データ 

※ほとんどの家具工場が基準値を超
えて排出していることが分かりました。 
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現段階の状況3：合弁合意 2012年2月15日 

会社名：佛山和源活性炭再生科技有限公司 

資本金：120万人民元 

設立時期：2012年7月上旬＇予定（ 

設立場所：佛山市南海区瀚天科技城A-8棟 3F 

出資比率： 

   広東長天思源環保科技有限公司 51% 

     大和化学工業株式会社       45% 

   佛山早稲田信息諮詢有限公司     4% 

事業内容： 

   ①VOCオンラインモニタリング事業 

   ②活性炭再生事業 

  ※当面ＶＯＣｓオンラインモニタリング部門を先行実施 

 

2012年2月15日 南海区瀚天科技城 
 
上図左から右へ、それぞれは 
佛山早稲田信息諮詢有限公司董事長 林慈生、 
大和化学工業株式会社取締役社長 土井潤一、 
広東長天思源環保科技有限公司総経理 余陽 
になります。 
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ご清聴ありがとうございました。 

大和化学工業株式会社 
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