
平成27年度中国地域における
産業公害防止技術等実態調査報告書

（概要版）

平成28年2月

中国経済産業局



1

第1章 事業概要

１－１ 目 的

１－２ 調査内容

中国地域における環境関連技術※１を有する事業者の技術力・製品情報の収集及
びその取り組みにおける課題等を把握することで、当地域の環境関連技術等の強み
を見いだし、今後の環境ビジネスの振興に繋げることを目的として実施した。

（１）環境関連技術に関するアンケート調査
（２）環境関連技術に関するヒアリング調査
（３）「中国地域環境ビジネス取組事例集」の作成
（４）中国地域における環境関連技術の強み・弱みに係る分析
（５）中国地域の環境ビジネスを振興させるための方策の検討

※１ 環境関連技術の対象分野は以下のとおりとした
①大気汚染防止 ②排水処理 ③土壌、水質浄化 ④騒音・振動防止
⑤環境測定・分析・監視 ⑥環境調和型製品（エコプロダクツ）
⑦環境関連サービス ⑧廃棄物処理・リサイクル



2

第２章 アンケート調査及びヒアリング調査の集計結果

２－１ アンケート調査結果

２－２ ヒアリング調査結果

中国地域で環境ビジネスを行う事業者に対し、環境関連技術や環境ビジネスの実態等について
アンケート調査を実施した。更に、回答から、積極的に環境ビジネスに取り組む事業者を抽出し、
ヒアリング調査を実施。

• 調査方法：郵送送付・郵送回収（一部e-mail）による調査

• 調査対象：中国地域に本社を置く事業者及び中国地域で実質的な事業活動を行っ
ている工場、支社、営業所

• 送付件数：９００者
• 実施期間：平成２７年９月１１日（金）～１０月１６日（金）
• 有効件数：２２９件 有効票回収率 ２５．４％

• 調査方法：事業者訪問によるヒアリング調査(事前に電話によるヒアリングも実施)
• 調査対象：４２者
• 実施期間：平成２７年１１月１２日（木）～１２月１６日（水）
• ヒアリング項目（事例集詳細版掲載項目）

事業者概要・環境ビジネス分野・事業者の環境ビジネスのキャッチフレーズ
技術・製品の基本情報（技術・製品名、技術名、技術や製品の概要）
技術・製品の特徴、優位性
製品等の受賞歴など（ＰＲコーナー）
技術・製品の利用実績（利用分野、高度化利用、環境への貢献）
今後の課題
知的財産検討取得状況
企業概要
事業者の環境への想い
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第２章 アンケート調査及びヒアリング調査の集計結果

２－３ 中国地域環境ビジネス取組事例集

詳細版掲載例簡易版掲載例

◆アンケート調査の回答内容から簡易版をヒアリング調査の内容から詳細版を作成

（Ａ４版２ページ見開きで１者掲載）（Ａ４版１ページに３者掲載）
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第３章 中国地域の環境関連技術の強み・弱みについての分析

３－１ 中国地域の環境ビジネスの特徴

・アンケート調査結果から中国地域の環境ビジネスの現状を踏まえて「強み」と「弱み」を整理
・「強み」を「特徴」と「弱み」を「事業者が抱える課題」と捉えて、環境ビジネスに取組む事業者の

特徴及び課題としてとりまとめ

～「自社開発」が6割強、「産学連携」が2割強、「特許・ノウハウ管理」も浸透～

①環境ビジネス分野は、「廃棄物処理・リサイクル」が約４割、「環境調和型製品」が約２割

②当該技術・製品・サービスのアピールポイントは、「実績・信用」と「環境性能」

③自社開発が6割を超え、産学連携は2割強

④特許輩出とともにノウハウ管理が浸透

⑤今後の取引先地域に、関東ほか主要都市圏に加えて、アジア圏の台頭
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第３章 中国地域の環境関連技術の強み・弱みについての分析

３－２ 中国地域の環境ビジネスの課題

～「技術および営業人材の確保・育成」、「価格競争力」、「市場規模が限定的」に直面～

「人材確保・人材育成」がトップで、技術人材、営業人材がともに不足。さらに、「市場規模が限定的」、「価格
競争力確保」、「製品・サービスの性能の向上」、「販売、サポート等での有力パートナー確保」、「技術開発力
確保」、が続く。事業を推進するうえで妨げになっているビジネス上の資源要素として、「“人材”確保・育成」、
「“市場”規模」、「“資金”確保」が挙げられる。
これらの要因は、一般のものづくりビジネスの事業化への障壁と類似。
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1.市場規模が限定的
2.情報不足（技術）

3.情報不足（国内市場）
4.情報不足（海外市場）

5.情報発信
6.技術開発力確保

7.製品・サービスの性能の向上
8.価格競争力確保
9.ブランド力確保

10.販売、サポート等での有力…
11.人材確保・人材育成（技術人…
12.人材確保・人材育成（営業人…
13.人材確保・人材育成（国際化…

14.資金確保
15．実績・資格による参入障壁

16.必要な許認可の取得
17.その他

（n=178）

環境ビジネスを実施するうえで、直面している課題（アンケート問５．１）
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第４章 中国地域の環境ビジネスを振興させるための方策

４－１ 役立った行政からの支援について

◆中国地域における環境ビジネス推進上の「特徴」や「優位点」から捉えた“強み”、
「課題」や「障壁」から捉えた“弱み”を踏まえた上で、今後の方策を検討

補助金、低金利融資等

・補助金活用による新商品開発支援
・助成金活用による新プラント建設支援
・事業構築ハード及びソフト
・産業財団の成長枠事業
・ものづくり、商業、サービス革新補助金 等

補助金公募支援
・県地域事務局による「ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発支援事業」
に申請するための申請書類作成指導

専門人材の活用
・法律に関する相談
・知財相談

情報収集、ネットワーク構築
・各機関ホームページによる情報収集（各機関発注の入札、研修会及び教育書
類の提供）
・当社主催の講演会への講師派遣

技術支援
・県産業技術センターによる技術指導
・公設試験機関への技術相談

設備利用 ・公設試の設備、機器の使用
海外進出支援 ・県の海外ビジネス支援

販売促進、販路開拓、
マーケティング支援

・展示会支援による販路開拓支援、新規取引契約、販売協力、首都圏展開の
きっかけづくり等

（アンケート問６．３ 自由記入より抜粋）
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第４章 中国地域の環境ビジネスを振興させるための方策

４－２ 中国地域の環境ビジネスを振興させるための方策

アンケート結果 強みへの対応
強み
（S） ●「自社開発」が活発

●「産学連携開発」への取組あり

●「特許取得」、「非公開ノウハウ」等、
知財管理への関心が高い

事業者による取組
・当該事業者の技術レベルでのポジション（立ち位置）の
明確化
・優位な技術の実用化、事業化をスピードをもって、実現

行政による取組
・施策メニュー等の情報提供
・骨太技術を活かした“チーム”形成
（川下企業とのマッチング、ＰＲの場づくりなどの販路支援）

アンケート結果 弱みへの対応
弱み
（W） 上位に挙げられて課題

●人材
「人材確保・人材育成（技術人材）
「人材確保・人材育成（営業人材）

●マーケティング
「販売・サポート等の有力パートナー確保」
「価格競争力確保」

●市場
「市場が限定的」

●資金
「資金確保」

事業者による取組
・外部人材の有効活用
・人材育成
・連携先パートナーを探す
・営業、販路開拓面での企業提携の拡大

行政による取組 （支援策の展開）
・専門家派遣
・事業者ネットワーク構築
・技術支援研究機関との連携
・販路開拓・マーケティング支援
・海外展開支援
・補助金支援 等
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第４章 中国地域の環境ビジネスを振興させるための方策

４－３ 行政による環境ビジネス振興方策案

中国地域における環境ビジネスの振興

強み

•各種施策メニュー等の情報提供

•骨太の技術を醸成し事業化に繋げる支援策
例：川下企業とのマッチング

• 展示会を含むＰＲの場づくりなどの販路開拓支援 等

弱み

•弱みを克服する支援策
例：専門家派遣

• ネットワーク化

• 技術支援

• 展示会支援

• 販路開拓・マーケティング支援

• 海外展開支援

• 補助金支援 等
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第４章 中国地域の環境ビジネスを振興させるための方策

支 援 内 容

人
材

「人材確保・人材育成」を
克服

・大学、公的研究機関等との技術連携
・専門家派遣（技術、知財、マーケティング等）
・コーディネート人材（プロジェクト・マネジャー）の育成

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ

マーケティング力向上、
販路開拓、企業ＰＲ等の
広報

・展示会への出展支援
・セミナー、マッチング会の開催
・PR誌等による情報発信

市
場

市場拡大
・海外展開支援

・グリーン調達の拡大

資
金

資金確保 ・環境関連機器の開発、改良等に対する補助金、低利融資

４－３ 行政による環境ビジネス振興方策案

弱みを克服する支援策


