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大野木昇司 発表歴一覧(連載) 

2013年 12月 1日 

１．現在連載中のもの 

＜会員制海外環境規制情報サービス『ワールドエコスコープ』＞ 

運営：第一法規株式会社 

2008年 2月より、毎月「連載 北京レポート ～中国環境規制の動向～」を執筆 

【トピック解説－中国】 

・化学品物理危険性鑑定・分類管理弁法の解説 (2013年 10月 30日) 

 ※稲田健志と共同執筆 

・中国の環境製品ラベル ／ 中国の環境製品ラベルの活用策(2011年 9月 30日) 

 

＜ウェブサービス『CSRコンパス』＞ 

運営：株式会社イースクエア 

2007年 4月より、毎月「トレンド・ウォッチ・中国編」を執筆 

 

＜『季刊環境技術会誌』＞ 

発行運営：一般社団法人 廃棄物処理施設技術管理協会 

[2014/01](No.154)「海外の廃棄物事情」コーナー：中国ゴミ焼却産業の企業動向（１） 

 ※中根哲也と連名 

[2013/10](No.153)「海外の廃棄物事情」コーナー：中国廃棄物事業の認可手続き 

 ※中根哲也と連名 

[2013/07](No.152)「海外の廃棄物事情」コーナー：中国の廃棄物処理に関する大気汚染規

制 

 ※中根哲也と連名 

[2013/01](No.150)「海外の廃棄物事情」コーナー：中国固形廃棄物処理制度の概要（２） 

 ※中根哲也と連名 

[2012/10](No.149)「海外の廃棄物事情」コーナー：中国固形廃棄物処理制度の概要（１） 

[2012/04](No.147)「海外の廃棄物事情」コーナー：中国における廃棄物処理事情の展望 

 

＜ウェブサイト『チェイスチャイナ』＞ 

全体ページ 

[13/7/19]中国危険化学品管理の新登記システムが運用開始へ 

[13/3/18]2012年中国環境対策に関する 10大ニュース（後半） 

[13/3/12]2012年中国環境対策に関する 10大ニュース（前半） 

[13/2/15]中国版WEEEの最新動向と展望 

[12/2/22]2011年中国環境対策に関する 10大ニュース（後編） 

[12/2/8]2011年中国環境対策に関する 10大ニュース（前編） 

[12/1/6]危険化学品安全管理条例改定で関連下位法も一新 

http://www.ecobrain-wes.com/
http://www.csr-compass.jp/
http://chasechina.jp/cc/hdln.php?writer=117
http://chasechina.jp/cc/documents/6933.html
http://www.explore.ne.jp/business/cc/documents.php?num=6801
http://www.explore.ne.jp/business/cc/documents.php?num=6794
http://www.explore.ne.jp/business/cc/documents.php?num=6756
http://chasechina.jp/cc/documents/6341.html
http://chasechina.jp/cc/documents/6316.html
http://chasechina.jp/cc/documents/6276.html
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[11/9/7]企業環境監督員制度が中国各地で普及段階に 

[11/7/14]中国の環境汚染責任保険の普及は進むか 

[11/6/2]改定版中国 RoHS 中国の電子製品有害物質規制が国際ルールとつながる 

[11/4/13]中国進出企業の環境規制・化学物質規制コンプライアンスの最新情勢 Vol．5 

改正版『危険化学品安全管理条例』に伴う日系企業の対応 

[11/2/28]中国進出企業の環境規制・化学物質規制コンプライアンスの最新情勢 Vol．4 

2010年の現地企業に影響の大きい環境規制の 10大ニュース 

[11/1/6]中国進出企業の環境規制・化学物質規制コンプライアンスの最新情勢 Vol．3 

突発的環境事故緊急対応案整備 

[10/11/4]中国進出企業の環境規制・化学物質規制コンプライアンスの最新情勢 Vol．2 

中国で普及する企業環境・CSR報告書、中国の環境報告書ガイドラインの概要 

[10/10/4]中国進出企業の環境規制・化学物質規制コンプライアンスの最新情勢 Vol．1 

新版『新規化学物質環境管理弁法』がまもなく施行 

 

＜ウェブサイト『中国ビジネスヘッドライン』＞ 

一覧ページ 

[2011/10/23]中国環境ビジネス入門 その 3 習慣の違い・多様性を理解して得意地域で足

場作りを 

[2011/10/18]中国環境ビジネス入門 その 2 進出に対する日本企業の両極端 

[2011/7/26]中国環境ビジネス入門 その１情報収集 

 

２．連載終了したもの 

＜『資源環境対策』、『日中環境産業』＞ 

発行運営：株式会社環境コミュニケーションズ 

[2012/04]特別インタビュー 「世界の工場・中国で蔓延する環境汚染 同じ轍を踏まさせ

ない―日本の環境産業は何ができるのか？」 

[2012/05]中国環境政策解説 第 1回 中国環境ビジネス成功の第一歩 

[2012/05]中国環境ビジネス攻略法 第 1回 中国環境市場の拡大と日本勢の食い込み不足 

[2012/06]中国環境政策解説 第 2回 数の多い環境五ヵ年計画を整理 

[2012/06]中国環境ビジネス攻略法 

 第 2回 先入観を排して中国を研究し、日本の感覚を脱すべし 

[2012/07]中国環境政策解説 第 3回 環境ビジネスの実務面から見た中国環境法令・標準 

[2012/07]中国環境ビジネス攻略法 第 3回 中国で重要な人脈ネットワークも注意点多し 

[2012/08]中国環境政策解説 

 第 4回 中国の環境行政機関の構成 その 1―中国の行政機関の情報整理― 

[2012/08]中国環境ビジネス攻略法 

 第 4回 市場・技術動向を把握した新たなビジネスモデル模索も 

 ―日中環境ビジネスのニーズの齟齬 

[2012/09]中国環境ビジネス攻略法 第 5回 中国市場に合わせたカスタマイズ 

http://chasechina.jp/cc/documents/6111.html
http://chasechina.jp/cc/documents/6034.html
http://chasechina.jp/cc/documents/5982.html
http://chasechina.jp/cc/documents/5915.html
http://chasechina.jp/cc/documents/5915.html
http://chasechina.jp/cc/documents/5868.html
http://chasechina.jp/cc/documents/5868.html
http://chasechina.jp/cc/documents/5812.html
http://chasechina.jp/cc/documents/5812.html
http://www.explore.ne.jp/business/cc/documents.php?num=5751
http://www.explore.ne.jp/business/cc/documents.php?num=5751
http://www.explore.ne.jp/business/cc/documents.php?num=5716
http://www.explore.ne.jp/business/cc/documents.php?num=5716
http://www.chinabusiness-headline.com/author/onogi_jcesc/
http://www.chinabusiness-headline.com/2011/10/16863/
http://www.chinabusiness-headline.com/2011/10/16863/
http://www.chinabusiness-headline.com/2011/10/16610/
http://www.chinabusiness-headline.com/2011/07/14726/
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[2012/10]中国環境政策解説 第 5回 中国の環境行政機関の構成 その 2 

[2012/10]中国環境ビジネス攻略法 

 第 6回 得意な地域、日系団体との連携、通訳の意義 

[2012/11]寄稿：中国におけるスマートグリッドの産業状況とビジネスチャンス 

[2012/12]中国環境政策解説 第 6回 中国の環境行政機関の構成 その 3 

[2012/12]中国環境ビジネス攻略法 第 7回 日中緊迫化をどう乗り越えていくか 

[2013/01]寄稿：緊迫化した日中関係化での日系企業進出の戦略 

[2013/02]寄稿：中国環境分野の汚職の現状と対策 

[2013/02]中国環境政策解説 第 7回 民営化方針が顕著になる中国環境経済政策 

[2013/02]中国環境ビジネス攻略法 第 8回 中国環境展の活用法 

[2013/03]中国環境政策解説 最終回 急速に整備が進む化学物質規制 

[2013/03]中国環境ビジネス攻略法 最終回 成功する中国環境コンサルの活用法 

 

＜中国の日本語情報誌スーパーシティ＞(準連載) 

[2010/11]『スーパーシティ CHiNAビジネス』エコロジーの現場から 

題目：海水淡水化で北京の水不足解消へ、唐山総秘伝で関連事業を着工 

[2010/12]『スーパーシティ CHiNAビジネス』エコロジーの現場から 

題目：急成長する中国のロハス市場 

[2010/09]『スーパーシティ CHiNAビジネス』エコロジーの現場から 

題目：中国で伸びる省エネエアコン、エネルギー効率規定は厳格に 

[2010/07]『スーパーシティ CHiNAビジネス』エコロジーの現場から 

題目：上海万博の環境対策 

[2010/05]『スーパーシティ CHiNAビジネス』エコロジーの現場から 

[2010/05]『スーパーシティ北京』エコロジーの現場から 

題目：建設反対運動でゴミ行政転換か、日本にとっても協力の好機 

[2010/03]『スーパーシティ CHiNAビジネス』エコロジーの現場から 

題目：2009年中国環境 10大ニュース 

[2010/01]『スーパーシティ CHiNAビジネス』エコロジーの現場から 

題目：中国、初の CO2削減目標を打ち出し 

[2009/11]『スーパーシティ CHiNAビジネス』エコロジーの現場から 

題目：エコタウンを中国循環経済モデルに、日本との交流・協力体制も進展 

[2009/09] 『スーパーシティ CHiNA ビジネス』エコロジーの現場から 

題目：中国版エコポイント制が始まる～分野は家電、自動車、照明など 

[2009/07]『スーパーシティ CHiNA ビジネス』エコロジーの現場から 

題目：環境対策の重点が徐々に農村に移行  WEB 

[2009/05] 『スーパーシティ CHiNAビジネス』エコロジーの現場から 

題目：2008年度総括報告から見る中国環境経済政策 

[2009/03] 『スーパーシティ CHiNAビジネス』エコロジーの現場から 

題目：2008年の中国環境省エネ 10大ニュース WEB1 WEB2 

[2009/01] 『スーパーシティ北京』エコロジーの現場から 第 37回 

http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2009&d=1027&f=business_1027_096.shtml
http://www.chinasupercity.com/news/view_news.php?type=view&news_id=6977
http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2009&d=0331&f=column_0331_001.shtml
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題目：実感ない北京の水不足 水資源量は世界の 1/30 WEB 

[2008/11] 『スーパーシティ北京』エコロジーの現場から 第 35回 

題目：製薬汚染排出の新基準で水処理ビジネスチャンス WEB 

[2008/09] 『スーパーシティ北京』エコロジーの現場から 第 33回 

題目：G8サミット、なお大きい先進国・途上国の隔たり、中国エネルギー使用量の削減に

も難度     WEB 

[2008/08] 『スーパーシティ北京』エコロジーの現場から 第 32回 

題目：五輪環境対策の結果はいかに WEB 

[2007/12] 『スーパーシティ北京』エコロジーの現場から 第 25回 

題目：2007年中国の環境を総決算 

[2007/05]『スーパーシティ北京』エコロジーの現場から 第 18回 

題目：緑の大地を取り戻すために、日中の有志が北京で植林活動 

[2007/03]『スーパーシティ北京』エコロジーの現場から 第 16回 

題目：2006年中国環境総決算 

[2006/03] 『スーパーシティ北京』エコロジーの現場から 第 4回 

 題目：中国で熱電併給が普及しないお国事情 

[2004/12] 『スーパーシティ北京』エコロジーの現場から 

 題目：中国も家電リサイクルへ 拡大生産者責任制導入が検討される 

[2004/08] 『スーパーシティ北京』エコロジーの現場から 

 題目： CDMが中国環境ビジネスの焦点に 

[2004/04] 『スーパーシティ北京』エコロジーの現場から 

 題目：風吹く草原からエネルギーが届く日 

[2003/02] 『スーパーシティ北京』エコロジーの現場から 寄稿 

 

＜『月刊下水道』＞(準連載) 

発行・運営：環境新聞社 

[2007/01]中国に潜在する水環境ビジネス 

[2007/02]中国水環境ビジネスへの道 第 1回 中国の水環境事情 

 北京オリンピック前後をどう読むか 

[2007/07]中国水環境ビジネスへの道 第 6回 中国とのビジネス交渉  現状と対策 

[2007/11]中国水環境ビジネスへの道 最終回 いま、日本企業が必要なアクションは何か 

 

＜『環境新聞』＞ 

「中国の最新環境事情」月別連載及び単発寄稿 

一部ページ 

[2009/09/16]寄稿：中国の環境ビジネスの現状と展望 

[2006/07/13]中国の最新環境事情⑨―中国環境民間組織の実情 連携不足の日系NGO 

[2006/05/10]中国の最新環境事情⑧―国務院が環境保護強化。CSR対応の必要性も 

[2006/03/22]中国の最新環境事情⑦―汚染事故多発の背景 競争激化で対応に限界 

[2005/10/12]中国の最新環境事情⑥―中国の環境総事業費 

http://www.excite.co.jp/News/china/20090123/Searchina_20090123073.html
http://www.excite.co.jp/News/chn_soc/20081129/Searchina_20081129031.html
http://www.excite.co.jp/News/chn_soc/20080905/Searchina_20080905042.html
http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2008&d=0819&f=column_0819_006.shtml
http://www.geocities.jp/onogish/kankyonews.html
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[2005/09/07]中国の最新環境事情⑤―外国勢の動向 

[2005/08/03]中国の最新環境事情④―国家環境保護総局の権限と限界 

[2005/07/06]中国の最新環境事情③―環境ビジネス 

 年率 15～25%の高い成長 環境産業の総収入 2700億元超 

[2005/06/08]中国の最新環境事情②―環境研究機関の現状 

 民営化で競争激化、格差も 中国科学院、環境保護総局など 6系列 

[2005/05/11]中国の最新環境事情①―潘岳・環境副大臣の姿勢 

 環境政策の方向性を示唆 環境アセス法違反の電力建設プロを公表 WEB 

 

＜『水道産業新聞』＞ 

「中国短信」コーナー毎月連載（2004年 1月 26日～2006年 11月末） 

 

＜季刊『中日水務信息』＞ 

発行運営：水道産業新聞社 

2004年秋季号(vol.1)中国で活躍する日本人を訪ねて 

 大野木昇司 国土環境(株)北京事務所 

 中国・環境をライフワークに 日中環境協力の橋渡し役を 

2005年秋季号(vol.4)中国環境レポート 

 「2005年中国環境産業発展レポート」を見る 

2006年春季号(vol.6)中国環境レポート 

 ランキングに見る中国水市場有力企業の動向 

2006年冬季号(vol.5)中国環境レポート 

 循環経済がブームに 理論研究から実験的実践の段階に 

2006年夏季号(vol.7)中国環境レポート 

 第 11次五ヵ年計画・国家環境保護基準計画の概要 

2007年冬季号(vol.8)中国環境レポート 

 中国地下水汚染の現状 全国地下水質汚染予報警戒システムを構築へ 

 

＜『週刊エネルギーと環境』＞ 

発行運営：株式会社エネルギージャーナル社 

2003年 10月より 2年間、「環境ビジネス…日中環境戦略研究家の北京便り」のコーナーが

メルマガを引用する形で続けられた。 

 

＜ウェブサイト『EICネット：環境情報案内・交流サイト』＞ 

運営：（財）環境情報普及センター 

2005年度～2006年度、中国環境情報を毎月執筆 

 

＜日中ビジネス雑誌『中日伝播』、『中国日企』寄稿・記事＞ 

2009年 06-07号『中国日企』 

 記事：北京大野木環保諮詢有限公司成立 

http://www.kankyo-news.co.jp/ps/qn/guest/news/showbody.cgi?CCODE=2&NCODE=344
http://www.eic.or.jp/
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2009年 02月 日中ビジネス雑誌『中日伝播』通算 37号 

 寄稿：加速する新エネ自動車産業 

2008年 11月 日中ビジネス雑誌『中日伝播』第 3号 

 寄稿：中国の環境アセスメント制度 

2008年 10月 日中ビジネス雑誌『中日伝播』第 2号 

 寄稿：循環経済促進法が来年 1月施行へ、生産者拡大責任制も盛り込まれる 

2008年 09月 日中ビジネス雑誌『中日伝播』第 1号 

 寄稿：中国のエコラベル 主に環保省や発展改革委系の団体が実施 

2006年 6月 雑誌『中国日企』5月号 

 記事：日中環境合作服務中心有限公司 

 

 

 


