【開催報告】
日中省エネルギー・環境総合フォーラムに向けた
日中グリーン発展省エネ・環境技術交流会（大連）
日中経済協会は、中国側指導単位である国家発展改革委員会資源節約環境保護司、国家発
展改革委員会国際合作中心と、中国側主催単位である大連金普新区管理委員会、大連市発展
改革委員会と、日本側の経済産業省との共催により、表題の交流会を開催いたしました。日
中関係者は過去最大の 300 名以上が出席いたしました。また日本側からは、経済産業省資源
エネルギー庁、在瀋陽日本国総領事館在大連領事事務所、中国側からは国家発展改革委員会
資源節約環境保護司、国家発展改革委員会国際合作中心、大連市人民政府、大連市発展改革
委員会、大連市政府駐日本代表処からも来賓がありました。
開催翌日の 8 月 20 日には、日本企業の希望者による企業見学（日本電産（大連）有限公
司）も実施いたしました。
日時：2019 年 8 月 19 日（月）9:00～17:00
場所：ヒルトンホテル大連金石灘（大連金石灘魯能希尓頓度假酒店）
1 階大宴会場
開催機関：
日本側：経済産業省
日中経済協会
中国側：
指導単位：国家発展改革委員会資源節約環境保護司
国家発展改革委員会国際合作中心
主催単位：大連金普新区管理委員会
大連市発展改革委員会
参加：日本側・計 36 社、中国側・98 社

１．開会あいさつ（9:00～10:30）
開会にあたり、日中 4 名の来賓よりご挨拶いただきました。また、本会は大連市金普新区
管理委員会の呂東昇副主任の司会により進められました。
（１）王静波 国家発展改革委員会環境資源司処長
近年来、中国はエコな文明の建設、環境にやさしい発展を推し進めており、巨大な省エネ・
環境総合市場のニーズを持っています。日本には省エネ・環境保護の分野において先進的な
技術と管理の経験があり、双方の協力の将来性は限りなく明るいと信じています。発改委は
経産省との協力を強化し、両国企業の間でより多くのビジネス成果が実る活動を促進いたし
ます。本日、日中両国の企業がこの機会を活用し、協力分野の拡大や協力方法の革新など多
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くの協力意向で合意に達し、win-win の関係を実現できるよう、またより多くの省エネ・環
境協力プロジェクトを締結し、金普新区で大きな事業展開ができることを祈念しています。
（２）山下宜範 経済産業省資源エネルギー庁長官官房国際課統括資源エネルギー調査官
日本と中国の関係は、２０１７年に日中国交正常化 45 周年、２０１８年に日中平和友好
条約締結４０周年を迎え、本年から新たな歴史を刻んでいくことになります。昨年の第１２
回省エネ・環境総合フォーラムでは水素利用、海洋プラスチックごみ問題について議論をし、
省エネ・環境に関わる協力案件も多く生まれました。今年７月の G20 大阪サミットでも取り
上げられたグローバルな課題であり、本フォーラムがその解決に貢献できると思います。初
めて技術交流会に参加させていただきましたが、日中企業において省エネ・環境に関するビ
ジネスへの関心は引き続き高く、多くのビジネスの機会が存在していると改めて実感しまし
た。今回の交流会を通じてさらに新たな協力が生まれることを期待しています。
（３）李鵬宇

大連市金普新区党委員会書記

大連は日本の海外投資が最も多い都市であり、中国東北地域における日系企業の最大の集
積地でもあります。現在金普新区は敷地面積２８平方キロメートルの新日本工業団地を企
画・建設しており、日系企業進出の受け皿として、さらに投資奨励、減税、人材導入、部品
調達などの面から全力で支援を行います。また自由貿易区で医療機器、食品、薬品、ヘルス
ケア、電子ゲームなどの産業をまず先に日本に開放することを検討しています。日本経済界
の友人の皆様、ぜひとも大連をより理解し、金普新区により関心を寄せていただき、お互い
に手を取り、共に発展していきましょう。
（４）杉田定大 日中経済協会専務理事
大連市は１９９０年代より日中合弁大連工業団地プロジェクト、大連ソフトフェアパーク
をはじめ、日本政府や企業が大変お世話になった地域です。現在、新日本工業団地が開発さ
れ、日本電産の工場建設が進んでいると伺いました。ぜひ新日本工業団地についても、昔の
合弁団地プロジェクトのように、我々も支援を推進したいと考えています。今回の技術交流
会の日本企業の参加数は過去５回の技術交流会の中で最大の規模であり、改めて大連におけ
る日中ビジネスへの期待と関心が高いと感じています。本日のビジネス交流の成果が本年の
フォーラムで披露され、日本と大連市の関係がさらに緊密になるよう祈っています。
主催者挨拶の後に続けて、大連市と金普新区の PR ビデオが上映されました。
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２．日本企業による技術・設備プレゼンテーション（10:30～13:00）
日本企業 12 社、中国企業 2 社が技術・製品についての紹介プレゼンテーションを逐語通
訳にて各社９分程度で行いました。各々の製品の特長や技術の応用例、さらに動画やデモン
ストレーションを用いた説明もあり、中国企業側も高い関心を寄せていました。
＜プレゼンテーション企業＞
1. 株式会社 日立産機システム 日立産機系統（中国）有限公司
2. 富士電機株式会社 大連富士冰山智控系統有限公司
3. 株式会社トヨックス 東洋克斯貿易（上海）有限公司
4. 株式会社荏原製作所 荏原機械（中国）有限公司
5. 東レ株式会社 東麗（北京）科技咨詢服務有限公司
6. 東レ株式会社 藍星東麗膜科技（北京）有限公司
7. 岩谷産業株式会社 大連岩谷気体機具有限公司
8. 三浦工業株式会社 三浦工業（中国）有限公司 大連分公司
9. 株式会社 J＆C
10. 清本鉄工株式会社 大連清本環保技術有限公司
11. 中部エコテック（ECOTEC）株式会社 中部艾科太科（大連）環境技術有限公司
12. 伸和商事控股集団有限公司(SHINWA HOLDINGS)
日本馨瓷板材株式会社
13. 碧菲分離膜（大連）有限公司（中国側企業）
14. 大連闊森特新型建材有限公司（中国側企業）
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３．企業マッチング（14:20～17:00）
午後 14 時 20 分より会場に設営された商談エリアにてビジネスマッチングを行いました。
マッチングは時間を 3 ラウンドに分け、1 ラウンドあたり 1 時間程度とし、日本企業 1 社に
つき中国企業 4 社とマッチングを行う方式にて実施いたしました。日本企業は 17 社がブー
スを設け、中には１社あたり 12 社ほどの中国企業とマッチングを行った企業もありました。
今回は、技術を持つ企業のみならず、商社などにもご参加いただき、中国側の幅広いニー
ズを聴取する場としても活用いただきました。
＜日本側マッチング参加企業（17 社）＞
1. 株式会社 日立産機システム 日立産機系統（中国）有限公司
2. 富士電機株式会社 日本富士電機株式会社北京代表所
3. 株式会社トヨックス 東洋克斯貿易（上海）有限公司
4. 東レ株式会社 東麗（北京）科技咨詢服務有限公司
5. 東レ株式会社 藍星東麗膜科技（北京）有限公司
6. 株式会社荏原製作所 荏原機械（中国）有限公司
7. 岩谷産業株式会社 大連岩谷気体機具有限公司
8. 株式会社 J＆C
9. 清本鉄工株式会社 大連清本環保技術有限公司
10. 中部エコテック（ECOTEC）株式会社 中部艾科太科（大連）環境技術有限公司
11. 株式会社ダイキアクシス（Daiki AXIS） 大器環保工程（大連）有限公司
12. 伸和商事控股集団有限公司(SHINWA HOLDINGS) 日本馨瓷板材株式会社
13. 伊藤忠（大連）有限公司
14. 三井物産（中国）有限公司東北分公司
15. 丸紅（北京）商業貿易有限公司
16. 豊田通商（天津）有限公司大連分公司
17. 大連大陽日酸気体有限公司
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＜中国側マッチング参加企業（63 社）＞
北方国家版权交易中心有限公司
大连东泰产业废弃物处理有限公司
大连葆光节能空调设备厂
大连贝斯特环境工程设备有限公司
大连诚泽检测有限公司
大连德泰弗锐登信息科技有限公司
大连格锐精工有限公司
大连环资科技有限公司
华晨汽车投资（大连）有限公司
大连佳林设备制造有限公司
大连建华污泥处理有限公司
大连洁能重工股份有限公司
大连融科储能装备有限公司

大连正清水处理设备有限公司
大连嘉元裕能环保科技有限公司
大连嘉盛新材料有限公司
大连高佳化工有限公司
大连龙想催化化学股份有限公司
大化集团大连博尔化工有限公司松木岛分公
司
大连众垚水煤浆热能有限公司
大连中凯科技有限公司
大连杰爱克表面精饰科技园开发有限公司
大连爱柏斯化工股份有限公司
大连兆和环境科技股份有限公司
大连惠川环保科技有限公司
大连汇能科技股份有限公司

大连三环复合材料技术开发股份有限公司
大连圣洁热处理科技发展有限公司
中触媒新材料股份有限公司
大连辰源精密制造有限公司
碧菲分离膜（大连）有限公司
大连盐化集团有限公司
大连怡和工业有限公司
大连涌清水处理技术有限公司
大连照恩科技有限公司
大连中集特种物流装备有限公司
东北特殊钢集团股份有限公司
大连博晟能源有限公司
大连恒基新润水务有限公司
大连大平油脂化学有限公司
逸盛大化石化有限公司
大连阔森特新型建材有限公司
大连九州环境科技有限公司
大连圣鼎工业装备有限公司
海尔大连能源动力有限公司

大连荣鑫再生资源中心
大连西泰克科技有限公司
大连草木绿环境技术有限公司
大连固瑞聚氨酯股份有限公司
大连旭辉新能光电科技有限公司
大连邦源工程项目管理有限公司
泰通建设集团有限公司
建立方装配式建筑科技集团有限公司
大连安润环保科技有限公司
大连安能杰科技有限公司
群星工程管理服务(大连)有限公司
红沿河电站
熵变智库（北京）咨询有限公司
上海宝产三和门业有限公司
辽宁中屏科技股份有限公司
大连北大科技（集团）股份有限公司
全田（大连）科技有限公司
大连循环经济（生态工业园）促进中心
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５．企業見学（翌 8/20（火）

9:10～10:20）

大連金普新区に進出している日系企業である日本電産（大連）有限公司（日本本社：日本
電産株式会社）を見学しました。
日本電産（大連）有限公司は 1992 年 2 月に設立。主な製品は小型から大型まで多岐にわ
たる各種モーターです。ハードディスク用のモーターに始まり、現在大連では中国国内向け
と輸出向けに家電用、車載用モーターを生産しています。
会社概要をご説明いただいた後に、開発部門のオフィス、モーターの製造工程、プレス加工
工程等を見学し、効率的でありながら品質を重視するという、きめ細かな管理が隅々にまで
行き届いている現場のオペレーションに参観者一同、大変深い印象を受けていました。
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