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日本側
東京都、埼玉県
富山県、長野県
兵庫県、福岡県
川崎市、四日市市
神戸市、北九州市

大分市

日本国環境省 中国環境保護部政府間調整

他都市への協力地方都市間の協力

都市間
連携協力

【協力分野の例】

• VOC排出削減設備を
導入するモデル事業

• PM2.5発生源を解析
する共同研究

中国４都市に対して技術協力日本11都市、中国13都市の各連携協力を、
両国政府がプラットフォームを通じて支援

都市間連携協力のプラットフォーム
資金面・技術面からの支援、全体進捗管理等

日本側： （公財）地球環境戦略研究機関 中国側：日中友好環境保全センター

・資金の提供
・指導・助言

・全体調整

・資金の提供
・指導・助言

中国側
北京市、天津市
上海市、瀋陽市
武漢市、邯鄲市
唐山市、大連市
江蘇省、河北省
広東省、遼寧省

山西省

中国側
西安市、厦門市
重慶市、珠海市

日本側
（一財）日本環境
衛生センター

技術協力

【協力分野の例】

• 工業活動由来
のVOC排出抑
制対策の検討

• 自動車排出ガ
スを解析する
共同研究

中国大気環境改善のための都市間連携協力
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Ⅰ. 総合調整プラットフォーム
（IGES）の活動状況
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１．中国側及び日本側の関係者との協議調整及び協力の推進Ⅰ
番号 協議実施時期 日本側都市/機関 中国側都市/機関 協議相手機関等

1 2017.4.19 IGES 日中友好環境保全セ
ンター

第1回日中プラットフォーム機関会合の開催、VOCモニ
タリング技術講習会と4モデル都市協力に関するキック
オフ会合の進め方等に関する協議

２ 2017.5.8. 北九州市 上海市 環境保護局等との部局長級協議等
３ 2017.5.11 北九州市 大連市 環境保護局との部局長級協議等
４ 2017.5.15 IGES/JESC/ACAP 日中友好環境保全セ

ンター
第2回日中プラットフォーム機関会合の開催、VOCモニ
タリング技術講習会、4モデル都市協力に関するキック
オフ会合と今年度の共同研究・モデル事業の進め方に
関する協議

５ 2017.5.16 福岡県 江蘇省 モデル事業実施に係る環境保護庁等との協議及びモデ
ル事業の効果把握と評価に係る日中専門家会合（第1
回）の開催

６ 2017.5.25 北九州市 唐山市 環境保護局等との部局長級協議等
７ 2017.5.31 兵庫県 広東省 環境保護庁等との実務レベル協議等
８ 2017.6.12. 北九州市 上海市 環境保護局等との実務レベル協議等
９ 2017.6.14 IGES/JESC/ACAP 日中友好環境保全セ

ンター、重慶市、西
安市、アモイ市、珠
海市

「都市間連携事業2017年度キックオフ会合」の開催及
び4モデル都市との協議

10 2017.7.3 大分市、北九州市 武漢市 環境保護局等との部局長級協議等

11 2017.7.5 北九州市 天津市 環境保護局等との部局長級協議等
12 2017.7.19 北九州市 上海市 環境保護局等との部局長級協議等
13 2017.8.3 IGES/JESC/ACAP 日中友好環境保全セ

ンター、重慶市
重慶市における事業に関する協議

14 2017.8.23 兵庫県 広東省 環境保護庁等との部局長級協議等
15 2017.9.19 北九州市 天津市 環境保護局等との部局長級協議
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１．中国側及び日本側の関係者との協議調整及び協力の推進Ⅱ
番号 協議実施時期 日本側都市/機関 中国側都市/機関 協議相手機関等

16 2017.9.21 IGES 日中友好環境保全セ
ンター

日中友好環境保全センター主任等との協議（今後の都
市間連携協力の新たな協力課題について）

17 2017.9.22 福岡県 江蘇省 モデル事業実施に係る環境保護庁及び常熟市との協議
等

18 2017.10.17 北九州市 大連市 環境保護局との部局長級協議

19 2017.10.27-29 福岡県 江蘇省 モデル事業の効果把握と評価に関わる日中専門家会合
（第2回）の開催及びモデル事業の事前調査

20 2017.11.6 IGES/JESC/ACAP 日中友好環境保全セ
ンター

第3 回日中プラットフォーム機関会合の開催、今後の4
モデル都市との協力の進め方や来年度の事業計画等に
関する協議

21 2017.11.7 北九州市 唐山市 環境保護局等との部局長級協議等

22 2017.11.21 北九州市 上海市 環境保護局等との部局長級協議等

23 2017.11.30 北九州市 上海市 環境保護局等との部局長級協議（現地セミナーへの専
門家派遣と同時）

24 2017.12.6 IGES/JESC/ACAP 日中友好環境保全セ
ンター

第4回日中プラットフォーム機関会合の開催、重慶市と
の協力の進め方等に関する協議（東京にて開催）

25 2017.12.12 北九州市 上海市 VOCに関する専門家会合

26 2017.12.18 IGES 日中友好環境保全セ
ンター

第5回日中プラットフォーム機関会合の開催、今後の4
つのモデル都市との協力の進め方や来年度の事業計画
等に関する協議

27 2017.12.20 福岡県 江蘇省 モデル事業の評価方法等に関する協議

28 2018.1.15-17 IGES/JESC/ACAP 日中友好環境保全セ
ンター、重慶市

重慶市の提案するモデル事業に係る協議及び現地調査

29 2018.1.30-2.2 福岡県 江蘇省 モデル事業評価のためのモニタリングの実施及び今後
の計画に関する協議
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事例：福岡県⇔江蘇省 モデル事業「紡織染色工場の大気環境対策」

 江蘇省内の紡織染色工場における大気汚染物質の排出を削減するため、日中間で連携して改善策を
導入し効果を実証するモデル事業を実施する。

【福岡県側】
・技術提供
・専門家派遣
・改善提案

【江蘇省側】
・工場紹介
・調査協力
・改善実施

【紡織染色工場における改善例】

排ガス処理
設備の導入

生産設備
の見直し

工程・原料
の見直し

紡織染色工場（改善前） 紡織染色工場（改善後）

【大気汚染物質の発生源】
・乾燥工程で薬剤・油分が揮発
・熱源として石炭を燃焼

【改善効果】
・大気汚染物質の排出削減
→江蘇省の「青空」に貢献
・工場の生産性向上

モデル事業の実施

活 動 内 容

Step 1
・江蘇省内の対象工場の選定
・日本側技術者の派遣、工場
の操業状況の把握

Step 2
・改善策を提案
・政府・工場等関係者と協議し、実
施可能性を検討
→改善の是非を判断

Step 3
・改善策の導入・実証
・計測して改善効果を数値化
・優良事例として普及

大気汚染物質の
排出を削減しつつ、
効率的な操業をした
い

VOC 
Free
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2017～18年の進展状況

2017年3月 日本の省エネ高効率高品質技術を採用した生産設備（テンター）3台及び
日本製の排ガス処理設備1台の導入について、日中の関係企業間で合意

2017年5月 モデル事業実施に係る環境保護庁等との協議及びモデル事業の効果把握
と評価に係る日中専門家会合（第1回）の開催

2017年9月 モデル事業実施に係る環境保護庁及び常熟市との協議等（工程の修正）

2017年10月 モデル事業の効果把握と評価に関わる日中専門家会合（第2回）の開催
及びモデル事業の事前調査（比較対照とする旧型機の選定等）

2017年12月 モデル事業の評価方法等に関する協議（測定・分析等に係る詳細協議）

2018年1～2月 モデル事業評価のためのモニタリングの
実施及び今後の計画に関する協議

（旧型テンター）

（エネルギー
消費量測定の
準備作業）
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２．技術協力成果普及会合（合同技術研修会）及び日中合同会合
の開催

＜２０１７年度 第１回VOC政策とモニタリング技術等講習会＞

日時：2017年6月15日 9:00-17:00
場所：中国・北京市 日中友好環境保全センター
主催：IGES、中国環境保護部日中友好環境保全センター
参加者：日中の政府関係者、自治体、研究者、企業関係者等110名以上
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３．中国国内での現地セミナーの開催
▶「 2017年度第2回VOC政策とモニタリング技術等講習会」

▶上海市環境科学研究院主催の「VOCセミナー」

1．VOCセミナー（2017年7月12日）
2．日本における自動車及び自動車修理業の

発生源の排出削減専門改善セミナー
（2017年11月29日）

3．化学工業のVOC排出削減及びモニタリング
技術セミナー（2017年12月14日）

日時：2017年10月26日 9:00-17:00
場所：中国・南京市 双門楼賓館
主催：福岡県環境部、IGES、江蘇省環境保護庁、

江蘇省環境経済技術国際協力センター
参加者：福岡県及び江蘇省の政府関係者、技術者、研究者、

企業関係者等85名以上

▶「天津VOCセミナー」

日時：2017年10月20日 9:30-16:00
場所：中国・天津市

天津市環境監測センター
主催：北九州市環境局、天津市環境局、IGES
参加者：北九州市及び天津市の政府
関係者、技術者、研究者30名以上
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４．国内関係者会合の開催

▶ 平成29年度中国大気環境改善のための日中都市間連携事業に関する国内関係者
会合

日時：2017年4月27日（木） 14：00～17：30
場所：大分市役所 議会棟第5委員会室
参加者：IGES、福岡県、大分市、北九州市
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５．訪日研修の実施

番号 研修期間（日数） 派遣都市/機関 受入都市／機関 種類、人数等

1 2017.10.16-20(5) 環境保護部・日中友
好環境保全センター

IGES 幹部及び実務者計4名

2 2017.10.22-28(7) 上海市 北九州市 行政実務者5名及び企業代表18名

3 2017.10.23-27(5) 広東省 兵庫県 技術者6名

4 2017.11.5-11(7) 武漢市 北九州市、大分市 技術者6名

5 2017.11.13-17(5) 広東省 兵庫県 幹部及び行政実務者計6名

6 2017.11.20-24(5) 江蘇省 福岡県 幹部及び実務者計4名

7 2017.11.26-30(5) 日中友好環境保全
センター

IGES/JETA 幹部及び実務者計4名

8 2018.1.15-19(5) 大連市 北九州市 行政実務者6名

9 2018.1.15-19(5) 上海市 北九州市 行政実務者6名

10 2018.1.21-27(7) 天津市 北九州市 技術者6名

注：研修期間には移動日も含む。
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６．中央・地方政府の政策動向の実態把握

URL： http://www.iges.or.jp/china_city_limited/index.html
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７．ウェブサイトの構築

URL： http://www.iges.or.jp/jp/china-city/index.html
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Ⅱ.技術プラットフォーム
（JESC/ACAP）の活動状況
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８．日中共同研究の推進

（１）北九州市⇔上海市：重金属モニタリングに関する共同研究

・気体試料導入装置を用いたPM2.5中の重金属成分のリアルタイムモニタリング結果を用いた発生源解析

・一次生成PM2.5に対する自動車排ガスの寄与の解析

・光化学オキシダントのモデル・シミュレーションによる生成メカニズムの解析

・VOCの発生抑制技術に関する検討

＜共同研究のテーマ＞

実施時期 活動内容

2017.5.9-18 ・環境保護局、環境監測センターとの平成29年度共同研究実施内容協議
・春季のリアルタイムモニタリングの実施

2017.6.12 ・光化学オキシダント生成メカニズムに関する技術セミナー
・リアルタイムモニタリング及び自動車排ガスプロファイルに関する研究計画についての協議

2017.7.19 ・光化学オキシダント生成に係るモデル・シミュレーションシステムに関する協議

2017.7.31-8.10 ・自動車排ガスプロファイル測定実施のための条件検討
・夏季のリアルタイムモニタリングの実施

2017.9.28 ・自動車排ガスプロファイル解析調査実施準備協議
・光化学オキシダント生成メカニズム解析技術の進め方に関する協議

2017.11.20-29 ・自動車排ガスプロファイル測定の試行
・秋季の連続モニタリングの実施

2018.1.8-12 ・光化学オキシダントモデルシミュレーションシステム構築に関する研修の実施
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（２）北九州市⇔天津市：VOC発生源解析等に関する共同研究

＜共同研究のテーマ＞

・企業から排出されるVOC規制に向けた法執行のためのモニタリング技術の検討

実施時期 活動内容

2017.7.5 ・環境保護局国際処との共同研究の進め方に関する協議

2017.9.19 ・環境監測センターとの共同研究内容に関する協議
・国際処との天津市セミナー開催に関する協議
・訪日技術交流会実施内容に関する協議

2017.10.20 ・VOC対策に関する天津市技術セミナーの開催

2017.11.13-
17

・第1回訪日技術交流会の実施

2017.1.25-26 ・第2回訪日技術交流会参加者との共同研究内容に関する協議
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（３）川崎市⇔瀋陽市：PM2.5モニタリング等による発生源解析

＜共同研究のテーマ＞

・PM2.5の試料採取、濃度測定、成分分析方法の標準化に関する検討

・PM2.5の発生源解析

・ PM2.5対策のための技術的検討

実施時期 活動内容

2017.8.21-25 ・川崎市環境総合研究所と瀋陽市環境保護局・環境観測センターと環境科学研究院 の共同
研究に関する協議会合
・同一試料の比較研究について
・PM2.5春・夏調査について報告・確認及びディスカッション
・発生源解析のフォローアップ
・瀋陽市サンプリング及び測定局の見学

2017.10.16-20 ・瀋陽市環境監測センター、瀋陽市工業廃棄物処理センターと瀋陽市環境保護科技情報宣伝
教育センターの訪日研修
・最終年度提出の報告書について協議
・日中友好環境保全センターとの共同協議

2018.2.5-9 ・瀋陽市環境科学院、瀋陽市環境監査支隊と瀋陽市環境保護局の訪日研修
・同一試料の比較研究結果報告
・2017年度3月セミナー及び共同研究全体の計画について協議
・最終年度提出の報告書について協議

2018.3.12-14 ・セミナー開催
・2017年共同研究の成果・取組発表
・2018年共同研究の実施計画の最終確認
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９. ４モデル都市との協力

（１）各都市との技術協力のテーマ

図：モデル4都市の位置関係

１．重慶市：工業活動由来のVOCの排出抑制
２．西安市：オゾン汚染抑制
３．アモイ市：自動車汚染防止対策
４．珠海市：大気VOC対策体系構築

西安市

重慶市

珠海市

アモイ市
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【開催日時】

＊キックオフセミナー：2017年6月14日 15:30～18:00

＊年度末総括会合（予定）：2018年3月6日 午後

【場所】中国・北京市 日中友好環境保全センター

【主催機関】 IGES、中国環境保護部日中友好環境保全センター

第1回目現地協議
／技術協力事業実施

第2回目現地協議
／技術協力事業実施

第3回現地協議
／技術協力事業実施

重慶市 2017.7.9～10 2018.1.15～17 2018.3.7～8(予定）

西安市 2017.7.25～26 2018.3.2(予定）

アモイ市 2017.6.26～27 2017.9.18～22

珠海市 2017.6.29～30 2017.10.19～20 2017.12.19～20

＜各都市との協力＞

＜日中都市間連携協力キックオフセミナーと年度末総括会合＞

（２）４モデル都市の事業進捗状況
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重慶市長安Fordへの現地調査
（2018年1月）

重慶市での協議の様子
（2017年7月）

西安市を対象とした大気汚染特徴の分析結果の一例

西安市でのオゾン
シミュレーション

講義
（2017年7月）

＜各都市における具体的な活動＞

Potential Ozone (O3 + NO2)
distribution of 2016/06/20 00:00

PO concentration
(μg/m3)

0 300200100

西安市

運城市
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＜各都市における具体的な活動＞

アモイ市との協議の様子
（2017年6月）

日中協力の下で完成した
珠海市VOC測定SOPの見本

珠海市VOC測定SOP作成に関する最終討論会
（2017年12月）
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（３）現地技術交流会の開催：重慶市とアモイ市

【重慶市での技術交流会】
技術交流会のテーマ：
固定排出源VOC対策に関する技術交流

日程： 2017年8月4日
場所：重慶市環境保護局 2階会議室
参加者：日本側12名
重慶市側約20名、他モデル3都市代表

【アモイ市での技術交流会】
技術交流会のテーマ：

移動源（自動車・船舶）排出対策
に関する技術交流

日程：2017年11月7日
場所：アモイ市環境保護局 8階会議室
参加者：日本側 14名
アモイ市側25名、他モデル3都市代表



24

（４）訪日技術交流会

日程：2017年11月28日（火）～11月30日（木）

参加機関：珠海市環境保護局及び関連機関

参加人数：4名

主な訪問先：日本環境技術協会（JETA)、日本海事協会、

株式会社大気社、川崎市環境総合研究所

＜VOC対策をテーマとした訪日技術交流会＞

川崎市環境総合研究所との交流日本環境技術協会（JETA）との交流 株式会社大気社との交流
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日本自動車工業会との交流東京都環境研究所との交流横浜市環境監視センターとの交流

＜オゾン対策をテーマとした訪日技術交流会＞

（４）訪日技術交流会

日程：2017年12月4日（月）～12月8日（金）

参加機関：重慶市・西安市・アモイ市環境保護局及び関連機関、

日中友好環境保全センター代表

参加人数：14名

主な訪問先：日本自動車工業会、国立環境研究所、横浜市環境監視セン
ター、東京都環境科学研究所、東京都環境局
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ご清聴ありがとうございました

beijing-office@iges.or.jp

mailto:koyanagi@iges.or.jp

