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ネイル
　現在5人いるスタッフのうち、日本人ネイリストは3名。「奥
様の普段のお手入れからブライダルの要望まで、日本と同じ
技術を導入し、指導を行っているので幅広いオーダーにも対
応可能です」とオーナーの栩川さん。特に、技術に関しては
自信を持っており、ネイルが浮いてきてしまったなどの場合10日以内であれば無料で対
応している。これはネイルだけでなく、ヘア・ラッシュも同じだ。また初回来店後のアフ
ターフォローも電話をかける等、気軽に相談しやすい雰囲気を作るように心がけている。
　オススメは「マンスリーデザイン」。これは店側から、ハンドネイルは毎月1回、フットネ
イルは2ヵ月に1回のペースでデザインを定額で提案するものだ。それぞれ6種類から選
べるので初心者の方にも気軽に試しやすい。キャンペーンやセールも随時行っているの
で、詳細はホームページ、またはブログをこまめにチェックしよう。

ラッシュ
　「これから夏に向けて、水遊びが多くなってくるシーズン。ラッシュは欠かせないアイテム
のひとつです。ぜひ！」と今回語ってくれたのはMaiさん。2013年12月から勤務しているの
で、経験も豊富だ。まず最初に、1対1で30分ほどカウンセリングしてくれるので、初心者で
も不安なくオーダーしやすく、また自分の希望通りのオリジナルのスタイルを作ることも可
能だ。この春夏のおススメは「通常使用する太めの0.2㎜ではなく、細めの0.1㎜を多く付け

ると軽くてボリュームが出ます」との事。もちろん目の作りや瞳の大きさには個
人差があるので、カウンセリングの際にスタッフに相談する事を忘れずに。春の
キャンペーンは5月末まで開催中だ。詳細はブログにて。

 

　今回は、ディレクターのKoさんにお話を伺った。現在の日本人スタッフは全員で3名。
また、香港人スタッフも全員日本語が話せるので、コミュニケーションもスムーズに取れ
るのが嬉しい。この春夏オススメのスタイルを聞いてみると「ショートボブをベースにカ
ラーリング、パーマをかけるのがおすすめです」との事。
　同店の強みは、専用の機械を導入する事により、店内で使用する水は全て日本と同じ
軟水を使っている点。これにより「ゴワつかず、スタイリングしやすい髪を維持する事が可
能になる」という。このシステムは香港では同店のみの扱いになり、一度体験すれば、他
の店に行けなくなるかも。

カルトブランシュ（Carte Blanche）
住所：1-2/F., Mody House 30 Mody Rd., TST
電話：ヘアー (852)2739-1960 　ネイル&アイラッシュ (852)2739-1966
時間：10:30～20:00
ウェブ：www.carteblanche-hk.com

Nail

Eye Lash Hair

尖沙咀（チムサーチョイ）K11のすぐそばにあるカルトブランシュは、ヘア・ネイル・アイラッシュを１つの店舗で同時に出来、
駅からも徒歩すぐの立地にあるので、忙しい方にもピッタリだ。
またシャンプーやトリートメントも日本製のものを使用しているので、安全・安心な点も心強い。
今回はネイル、アイラッシュ、ヘアについて、それぞれ強みやオススメなどを伺った。

ヘア、ネイル、まつ毛エクステがここ一軒で出来る！
尖沙咀K11すぐ近くの、日系トータルビューティーサロン

太めの0.2㎜

細めの0.1㎜
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The Victoria Towers

（所在地） MTR西湾河駅（サイワンホー）駅

（間取り） 3LDK　976sq ft.

（室　内） 家具家電付き

（環　境） 駅まで5分

（月　額） HKD40,000　管理費、税金込み

香港

（所在地） MTR太古（タイクー）駅

（間取り） 3LDK　1,034sq ft.

（室　内） 家具付き

（環　境） プール、ジム付

（月　額） HKD44,000　管理費、税金込み

（所在地） MTR佐敦（ジョーダン）駅

（間取り） 2DK　Net 790 sq ft.

（室　内） 家具家電付き

（環　境） スーパー近く

（月　額） HKD25,000　管理費、税金込み

STARTS香港STARTS香港STARTS香港STARTS香港
Company License No. C-023320Company License No. C-023320

香港（852） 2836-0760
広州（86） 20-3877-0041
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Property Agency List
日系不動産代理一覧
トロント不動産 TEL (852) 2882-1922
14A, Hoi To Court, 275 Gloucester Rd., CWB
スターツ（香港） TEL (852) 2836-0760
Unit 1805, 18/F., Causeway Bay Plaza 2,463-483 Lockhart Rd., CWB
ハーコーツ TEL (852) 2273-8833
Unit 1107-8, 11/F., Tower A, New Mandarin Plaza, 14 Science Museum Rd., TST
三宝不動産 TEL (852) 2566-0155
Rm. 1003, 10/F., Marina House, 68 Hing Man St., Sai Wan Ho
南洋不動産 TEL (852) 2891-4113
20/F., Flat A, Fairview Court,15-17 King Kwong St., Happy Valley
グレートユニオン不動産 TEL (852) 2856-2382
Rm. A, 25/F., Capital Ctr., Tower 2, 28 Jardine’s Crescent, CWB
リアルエステート TEL (852)2838-2117
Rm. 1601-2, Workingfiled Comm. Bldg., 408-412 Jaffe Rd., CWB
エイブル（大建不動産香港） TEL (852)2525-2083
Rm. 1601, Dina House, 11 Duddell St., Central 
ベターハウス 広州支店 TEL (86) 20-3877-1528
広州市天河区天河北路僑林街47号中旅商務大厦東塔2304号
友和不動産 TEL (86) 20-8729-4501
広州市天河区粤墾路38号広墾商務大厦7F
スターツ（広州） TEL (86) 20-3877-0041
広州市天河区体育東路138号金利来数碼网絡大厦410室
フルホーム不動産 TEL (86) 20-3801-2651
広州市天河区五山路141号之一尚徳大厦B棟22-24階 
ミドリ不動産 TEL (86) 20-3868-3090
広州市天河区林和西路167号威尼国際1601室
広州ラクラシ不動産 TEL (86) 20-8753-4146
広州市天河区天河路371号隆徳大厦東棟1808-1810号室
OK-Support 深圳 TEL (86) 755-2360-2214
深圳市福田区彩田路東方新天地広場D座1805
ABC不動産 TEL (86) 755-2605-8666
深圳市南山区南山大道2008号躍華園18階D

ジュノー不動産 TEL (86) 755-8219-5546
深圳市羅湖区深南東路4003号世界金融中心B座1410室
ベターハウス 深圳支店 TEL (86) 755-8367-8712
深圳市福田区益田路江蘇大廈B座1013室
不動産NAVI 羅湖店 TEL (86) 755-2584-5960
深圳市羅湖区南湖路深華商業大廈写字楼401号室
不動産NAVI 南山店 TEL (86) 755-3660-7226
深圳市南山区海岸城東座225号

Les Saisons

Orchards

ライフ（香港・広東共通）
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香港＆広州

香港

◆人生は選択肢の連続！◆ 
　竹野内豊さん主演のテレビドラマ「素敵な選タクシー」は、竹
野内さんが運転する、過去にさかのぼることができるタクシー
に乗ることで自分の選択肢を変えたり、やり直しができるという
ドラマです 。
　今シーズンに巻き返しを計るプロ野球選手が、練習中に応援
してくれる女の子たちにいい格好をしようとするあまり、脚を骨
折してしまったり、仕事のデキる女性が婚活パーティで仕事の延
長のような行動をとってしまったばかりに婚活に失敗したり、
ほんのちょっとのボタンのかけ方の違いで生じた問題を後悔
し、その問題が起きる30分前とか1時間前に戻ってやり直しをす
る、というストーリーです。Aの選択肢がダメであればBの方法、
それもダメであればCの方法、とこのドラマでは何度もやり直し
をすることができ、ドラマを見た後スカッとするほどです。

　このドラマと同じようにあの日あの時
に戻ってやり直しすることができたら、と
思うことは実にたくさんあります。それが
現実です。

◆四柱推命で見る大運とは◆　　　 
　さて、四柱推命では、その人が元々持っている生年月日及び生
まれた時間、という4つの柱が先天的に良い条件を持っているこ
とが大切です。

＜四柱推命の構造＞
　時　　日　　月　　年
　□　　□　　□　　□
　□　　□　　□　　□

　上記の4つの柱から、若い頃に花開く人とか、若い頃には想像
つかないけれど年を重ねることによって花開く人、若い頃運が

良く中年以降に辛い思いをする人、一生においてお金に困らな
い人等、元々その人が持つ傾向が分かります。
　そして、「大運（だいうん）」という10年ごとに変わっていく運を
見ます。
　歩いていく大運のどこで開花するのか、あるいはしないかが
わかってきます。例えば、その後の人生に大きく影響するような
指導者に出会うとか、競い合えるライバルに出会うとか、その人
が後天的に歩んでいく運が本来の素質を発揮する引き金となる
のです。
　もちろん、どのような時代に生まれ、どのような両親でありどの
ような環境で育ったか、といった条件も大きく影響していきます。
　多くの著名アスリートや芸能人のように若い頃に福がやって
きてその後の人生を豊かに送ることができ、人から尊敬される
ような日々が長い年月にかけて過ごせる、というのが望ましい人
生のひとつかもしれません。
　それは天性の才能や運の強さ、目には見えない努力によるも
のでしょうが、どの場所で誰から何を学んでいくか、といった選
択肢の良さも要因すると思います。

◆孟意堂的大運をマスターする奥義◆ 
　実際の人生というドラマでは、30分や１時間やり直したから
といってやり直せるものではありません。
　一度こじれてしまった問題は、固く絡まった糸のように解いて
いくのに知恵も時間もかかります。それはある日突然起こったの
ではなく、過去に取った行いや言った言葉が蓄積して起こるこ
と、つまりいくつもの選択肢の結果だと思います。
　良くない大運が来たからと言って急に運気が下がるのではな
く、実はその大運が来る前に、その後の引き金になるような言動
や行動を蓄積しているのです。
　例えば、良い金運を歩んでいた人が、凶の運が来た途端にお
金が入って来なくなる、というものではありません。金運の良い

時の驕った態度や上から目線の行動、羽振りの良い生活習慣が
引き金となり、その結果凶の運と共にトラブルが起きてしまうの
です。逆に、良い金運を歩んでいる時に取った行動次第でその
後の凶の運を乗り越えられる選択もできる、ということでもあり
ます。
　病気がちの人が良い大運を歩むから病気が治るのではなく、
その人の日頃の食生活や「生き抜くぞ」という心のあり方が大き
く影響し、それが良い運で快方に向かうのだと考えます。
　過去の震災や事故のようにある日突然起きてしまう問題は、
その時は筆者の想像を超えるような苦しみと悲しさの連続で
しょうが、今ある問題の中で自分が何を選択するか、何をやり続
けたかでその後の人生は必ず違ったものになります。
　凶を凶のままにしない、願うのはそれだけです。
　そして、熊本や大分をはじめ被災をされた方、それに関わる
方々が安心して眠れる日が早く訪れることを心から祈っています。

風水の奥義を行く！ 第51回  素敵でありたい選択肢の巻
中国で生まれ五千年以上の歴史ある風水。ここでは便利な風水の道具（ツール）をご紹介しながら風水の奥義に迫ります。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

彦坂 久美子
＜プロフィール＞
　名古屋市出身。中国古代からの知恵である風水に魅かれ、著名ブ
ランドが認めた風水師デビッド•ソー先生の弟子として無常派風水
に師事。易経を含めた玄学に長年携わり、漢五派第七十三代嫡系・
孟意堂として住宅、事務所、店舗等の風水、開業や引越し、結婚等の
日取りの選定、四柱推命で人生の様々な問題やニーズに対応してい
る。著書に「金運を引き寄せる孟意堂風水（廣済堂出版）」がある。

孟意堂
<問い合わせ先>
住所：Rm. 2201, Tower 2, Times Square, 
  　　1 Matheson St., CWB
電話：(852)9841-6366　
ファックス：(852)2961-4800
電子メール：kumiko6ring@gmail.com
ホームページ：http://mannidou.com
フェイスブック: mannidou

ライフ（香港・広東共通）
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香
港
でEcoを
考える
金融都市香港は、一大消費都市でもある。
「百万ドル・・・」とも言われるビクトリアピークからの夜景はその象徴であると云えるだろう。
圧巻の「美しさ」を前に「エコロジー」など無粋と云われるかも知れないが、
この無数の光はどれだけのエネルギーを費やし、そしてそれはどこから供給されているのだろう…。

早朝の繁華街を歩いたことがあるだろうか？　そして目にしたことが？
前夜、煌 と々した灯りのもとで繰り広げられた喧騒と宴の跡、
ゴミまたゴミが路面を覆い尽くす、この朝の光景を。
なにもこれは一日限りの祭りのあとではない。
毎日毎晩繰り返される「香港の日常」なのだ。

しかし、こうして個々に利潤を追い、虚栄に彩られた快楽を貪ることに潔かったこの都市が、
今、変化の兆しを見せ始めている̶。
株価のチェックに余念がなく、環境問題など無縁に見える香港市民の間にも、
意識の変化が現れ始めている̶。と言ったら信じられるだろうか。
「美しく、健全な地球を次の世代に引き継ぐこと」が我々の命題だとすれば、
このままではそれが難しいのではないか、という危機感が市民の間に芽生え始めたのではないか。

この特集では香港政府の対策、民間団体や個人の活動と意識、
企業の取り組みなど、様々な面から「香港におけるエコロジー」に迫ってみた。
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　多くの人が問題意識を持っているものの、なかな
か解決の糸口を探せずにいる香港のゴミ問題。現
在屯門（テュンムン）の「西新界（WENT）埋立地」、将
軍澳（ヂョングヮンオウ）の「東南新界（SENT）埋立
地」、打鼓嶺（ダーグウレン）の「北東新界（NENT）埋
立地」の3つの埋立地が利用されているが、香港で

は毎日15,000トン（なんと車
10,000台相当分！）ものゴミ
が廃棄されており、これらを
3つの埋立地で処理しきれ
なくなるのも時間の問題で
はとの声が上がっている。
　溢れるゴミを処理するた
め、香港政府は計約47.6百
万香港ドルをかけて3つの

埋立地を合わせて83ヘクタール拡張する計画を発
表しているが、この対策を実行したとしても、ゴミ処
理が保障されるのは2018年頃までとされており、一
時凌ぎにしか成り得ないとの意見も名高い。ゴミを
埋め立て処理することについて安全面に不安が残
るとの指摘もある。ゴミは通常ゴミ積換場で圧縮さ
れたあと埋立地に輸送され、そこで臭いが漏れな
いよう土やプラスチックで覆われる。しかし、処理の

段階で発生するメタンガスは非常に可燃性が高く、
またゴミから流れ出る浸出液は毒が含まれている
ため健康被害に直結する可能性があるという。
　これらのゴミ問題について有力な対策案とされ
ているのがゴミをエネルギーとして再利用する方法
である。シンガポールでは香港の1/2の分量に当た
る8,338トンのゴミを2014年に焼却処理してエネル
ギー化させた事例があり、これに倣う方法を政府は
模索している。長洲（チョウシュウ）島にゴミ焼却プ
ラントを設立する案が最も有力視されており、環境
保護署のスポークスマンは「一日3,000トンのゴミが
処理可能で、年間約480百万kWhのエネルギーを
生み出すことが可能」としている。しかし、最新の焼
却プラントをもってしても香港の一日の廃棄量の
20%しか処理ができず、また着工は2023年を予定
していることから、ゴミ問題の直接の解決には結び
つかないだろうという意見も根強い。
　毎日何気なく捨てているゴミ。早急な対策が求め
られている中、政府の対応に注目が集まっている。

ゴミ
香港の

【ゴミの種類】
◆一般廃棄物（Municipal Solid Waste） ：家庭、企業から排出されるゴミ
（建設廃棄物、化学廃棄物、医療廃棄物、特殊廃棄物は除く）。主に埋め立
てに利用される。
◆食品廃棄物（Food waste）：香港における最もメジャーな廃棄物であ
り、調理過程で出るゴミや食べ残し、期限切れの食品などを含む。悪臭や
衛生面で問題が起こりやすい。
◆建設廃棄物（Construction waste）：建設や改装、取り壊し、道の建設な
どで出るゴミ。廃棄物の分別を行った後、埋め立てに利用。 
◆化学廃棄物（Chemical waste）：健康や環境に影響を及ぼす可能性
のある物質を含む。
◆医療廃棄物（Clinical waste）：さまざまな医療施設や研究室で排
出されるゴミ。環境汚染の危険性があるため、適切な管理が必要。 
◆廃食用油（Waste Cooking Oils）：業務用厨房で設置されている
グリーストラップ装置からの廃棄物や消費期限切れの食用油、 調
理過程で排出される食用油を含む。
◆特殊廃棄物（Special wastes）：動物の死骸、家畜ゴミ、放射性
廃棄物、下水汚泥など。それぞれの専門施設により、適正な処
理・処分が必要。

埋め立てに利用される廃棄物
　経済の成長・人口の増加とともに増え続けてきた廃棄
物。1986年以降香港では、家庭や企業から排出されたゴ
ミを利用した土地の埋め立てが急速に進められてきた。
しかし、その埋め立てで問題視されたのが、使用したゴ
ミの中に含まれていた“すさまじい量の建設廃棄物”で
ある。これを受けて政府は、2006年に建設廃棄物を減
らすために事業計画を打ち出したのだが、経済状況

や進行中の建設プロジェクトの数により建設廃棄物が変動するのは否め
ないようだ。
　また、土地や資源の問題から限界がある埋め立ては、2020年までに終
息するといわれている。街の資産にもなるため、より慎重に考えていかね
ばならないことから、現在、香港が直面する最重要課題として注目を集め
ているのである。

廃棄物処理計画とともに…
　香港各地にある廃棄物処理施設は、廃棄物処理計画（Waste Disposal 
Plan）をもとに多額の資金をかけて建設されている。
◆Chemical Waste Treatment Centre
1993年、青衣（チンイー）に誕生した化学廃棄物を受け入れる処理場。
2011年8月からは新たに医療廃棄物を受け入れ、政府による監視を実
施。排出量に応じてコントロールを行う。
◆Sha Ling Composting Plant
家畜廃棄物を受け入れる施設として1991年にオープン。土壌改良のため
のリサイクルを行う。
◆Sludge Treatment Facility
2015年にオープンしたばかりの屯門（テュンムン）にある汚泥処理施設。
11ヶ所に設けられた下水処理場からの下水汚泥を処理。

1人1人の意識改革で、ゴミを最小限に！
　政府の働きかけにより、ゴミを捨てるのではなくリサイクルしようとい
う動きが急速に高まってきた香港。2014年の段階で、市民1人当たりが1
日で排出するゴミの量の平均は、1.35㎏といわれており、そのうち63%が
埋め立てに利用されている。ちなみに、東京都民が1日で排出するゴミの
量の平均は、770g。香港は2022年までに、800gまで減らす計画を掲げて
いるのだが、果たして日本並みの意識が根付くのだろうか…。

香港政府がゴミの削減に挑戦！
無駄遣いから見直して1人1人の意識改革を。

深
刻

目指せ－40%！マイナス

2022年までに、1人当たりが排出するゴミの量を40%削減しようと政策を掲げる香港政府。昨今、リサイクルでき
るものはリサイクルをしようと分別用のカラフルなゴミ箱も街中に増えてきているが、最も重要なのは、市民1人1人
の心がけだ。無駄遣いや食べ残しを減らして、身近にできることから実施したいところだが、まずは、どのようなゴミ
処理をしているのか、香港で分別されているゴミの種類から紹介していこう。

問題

西新界（WENT）埋立地

東南新界（SENT）埋立地

北東新界（NENT）埋立地

避けては通れない、香港の大きな悩み̶

18 Pocket Page Weekly 13 May 2016 No. 539
B



　2015年4月より、街中の店舗でビ
ニール袋（通称：レジ袋）の有料化
が義務付けられた。スーパーマー
ケットやドラッグストアなどでは以
前から行われていたが、ここにきて
政府がレジ袋に50セント以上を徴
収しなければならないと定め、高
級ホテルはもちろん、街市や小売
業の店舗も全てにおいて義務づけ
たのだ。
　こうした「レジ袋徴収計画」の始
まりは、ローカルの非営利団体
「Greeners Action」の創設者の1人
であるアンガス・ホー氏が考案し
た「No Plastic Bag Day」による。
2006年4月15日に実施した同氏の
計画は、ボランティアで行われた
が、多くのスーパーマーケットが協力し、買い物袋を忘れた人には50セン
トを徴収し、寄付にあてるというものだった。やがて毎週行われるようにな
り、その成功に政府が目をつけたのだという。
　2009年以降は、スーパーマーケット約3500店で実施されてきた。そ
れが現在の全面有料化に繋がるのだが、同団体は、13.3%の店舗が認
識不足であることを指摘。そして58名の調査団を発足し、違反店に
対してHKD2000の罰金請求をした。厳重注意を受けたオー
ナーのなかには、“このレジ袋がビニールからできていると
は思わなかった”という気の抜けた言い訳をしてごまか
す人もいたという。

　しかし、店側の混乱はこれだけで
はない。缶詰や調味料などの完全に
密封されている食品には、通常の
レジ袋50セントが課せられるが、
生鮮食品、冷凍食品、パンなどを
包むビニール袋やウェディング
ドレス販売店、ドライクリー
ニング店は無料になるなど

複雑な規則がさらに悩ませていた。
　これらの混乱を避けるためには、販売側
による十分な知識と消費者のエコに対す
る強い意識が必要となってくるだろう。

　香港中文大学とオックス
フォード大学の研究チーム
（Collaborating Centre for 
Oxford University and CUHK for 
Disaster and Medical Humani-
tarian Response (CCOUC)）は香
港における二酸化炭素の削減
意識がどれくらい市民に浸透し
ているかを把握するための調査
結果を公表した。香港が旗振り
を行っているプラスチックバックの有料化やシャワー時間を減らして水
資源を守ろうとするキャンペーンはどれくらい日常生活に取り入れられ
ているのだろうか？早速見ていこう。
　同調査団によると、二酸化炭素削減のための行動として一番多くの市
民が「日々実践している」と答えたのは「使い捨てプラスチックバックの削
減と簡易包装の徹底」で70.1%だった。「少なくとも週に1回は実践してい
る（19.7%）」、「たまに実践している（5.8%）」と合わせると実に95.6%もの
人がプラスチックバックの使用頻度削減を意識していることになる。これ
は2015年4月から導入されているプラスチックバック有料化のスキーム
が市民に浸透した表れだと言えるだろう。逆に「シャワー時間の短縮化」
は48.8%もの人が「日常に取り入れていないし、考えたこともない」と答
えており、まだまだ意識レベルが低いことが分かった。
　「ゴミの分別を行っているか？」という問いに対しては「毎日実践してい
る」が50.2%、「週に1回は実践している」が11.5%、「たまに実践している」
が6.2%という結果が得られた。日本と比較するとゴミの分別はまだまだ
強制力が低いように感じるものの、市民間の意識レベルは意外と高いこ
とが分かった。ちなみに区域別で見るとゴミの分別ワーストナンバー1は
湾仔（ワンチャイ）で「日々実践している」人と、
「週に1回は実践している」人を合わせても
42.8%という低い数字だった。調査団は実態
把握のためにはさらなる調査が必要との見解
を示している。
　日々暮らしていてもなかなかエコの浸透率
は分かりづらいもの。詳しい情報はウェブを
チェックしよう！

香
港
でEcoを考える

　日本で再生利用が叫ばれて久しいペットボトルだが、ここ香港ではまだ
再生利用のスキームすら成り立っていないのが現状だ。そんな状況を打
開すべく立ち上げられた「緑惜地球」は、環境保護署を始めとした政府機
関にペットボトルの再生利用のための規制の必要性を訴えかける活動を
日々続けているNGO団体。同団体によると、香港では毎日520万本もの
ペットボトルが廃棄されており、10年前と比較してその数字は2倍にも
上っているという。ドイツにおけるペットボトルの再生率は93.6%、ス

ウェーデンは82.7%。同じアジアの国の韓国も80%を記録して
おり、近代都市の中で香港が唯一遅れをとっている。現在環境
保護署がスキーム作成のための調査を行っているというが、
ペットボトルの再生利用化の道のりはまだまだ険しそうだ。

大量廃棄される
ペットボトルの行方は!?

たまに実践している  6.2%

週に1回は実践している 11.5%

実践していないが、
実践するつもり     14.8%

実践していないし、
実践するつもりもない  17.2%

毎日実践している   50.3%

ゴミの分別を行っているか？

緑惜地球（The Green Earth）
フェイスブック：www.facebook.com/greenearthhk/timeline　

レ
ジ
袋
全
面
有
料
化
か
ら
約
１
年
！

必
要
と
さ
れ
る
販
売
側
の
知
識
と
は…

香港のエコ意識ってどれくらい？香港のエコ意識ってどれくらい？香港のエコ意識ってどれくらい？香港のエコ意識ってどれくらい？香港のエコ意識ってどれくらい？

日々実践している　70.1%

少なくとも週に1回は
実践している　19.7%

たまに実践している　5.8%

実践していないが、実践するつもり　1.4%

実践していないし、実践するつもりもない　3.0%

使い捨てプラスチックバックの削減と
簡易包装の徹底

有効回答数=1014件

有効回答数=1011件

調査概要　
CCOUC災害與人道救援研究所調べ
調査方法：電話調査
調査対象：15歳以上の香港市民
調査実施日：2016年1月 ～2月

レジ袋徴収計画対象外
〈非氣密包裝食品〉
気密性のない容器や
包装されている食品

〈冰凍或冷凍食品〉
冷凍食品

〈構成服務一部分的袋〉
「商品」ではなく

「役務の提供」に使った袋

レジ袋徴収計画対象

〈氣密包裝食品〉
気密性のある容器や
包装されている食品

〈非食品〉
食品以外の物
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環境意識を高めるイベントならコレ！
　今年で開催4周年となる「香港グリーンデイ」は毎年6月5日に制定さ
れている「世界環境の日」を記念するエコロジーイベント。今年は香港
サイエンスパークで開催され、3kmラン、10kmランなど様々な交流イ

ベントを設け、CO2排出量の少ない暮らしの大切さ、
環境保全に関する啓蒙活動、最近の研究結果の
共有などを行う。参加登録は以下のウェブサ
イトから受付中! 環境保全を身近に感じる
1日にしよう！

香港の環境保全を推進する「緑の番人」
持続可能な社会を目指そう！
香港の環境保全を推進する「緑の番人」
持続可能な社会を目指そう！

香港をワールドクラスのエコ都市とすべく、環境保全の啓蒙活動を続ける非営利団体「グリーンカウン
シル（Green Council; 環保促進會）」。『教育は会話から』というモットーにもある通り、学校や地域コ
ミュニティでの講演会や、環境保全のスキーム確立など、2000年の設立以来多くの成果を残してきた。
16年の長きに亘ってCEOを務めるリンダ・ホー（Linda Ho Wai-ping）さんは「世界的に環境保全を求
める声は高くなってきており、私たちが演じるべき役割も日に日に増しています」と語る。香港市民と企
業を環境保全という意識で繋ぐ活動を続けるグリーンカウンシルの事業を紹介しよう！

Green Council

香港グリーンデイ
（Hong Kong Green Day; 香港緑色日）
日程：6月5日
ウェブ：www.greenday.hk/en

Green Council
住所：Rm 710, New World Tower 1, 18 Queen's Rd. Central
電話：(852)2810-1122
ウェブ：www.greencouncil.org
メール：info@greencouncil.org　

あなたが何を買うかで未来が変わる！
　「グリーン購入（Green Purchase）」という言葉をご存知だろうか？物
を購入する際に、環境負荷ができるだけ小さいものを買う行動を指す
言葉である。日本でも環境省が近年積極的に啓蒙活動を行っており、
資源のリサイクルと同じように今日からできる環境対策として話題を
呼んでいる。消費者側のグリーン購入活動としては、買う前に必要かど
うかを考えることや、長く大切に使えるものを選ぶこと、使い終えたらゴ
ミが少なくなるものを選ぶことなどが挙げられ、事業者側の活動として
は、環境負荷が小さい物作りをすること、エコドライブを意識した物流
を取り入れること、再生利用した素材を積極的に取り入れることなどが
挙げられる。
　「香港環保採購約章（HKGPC）」は、そんなグリーン購入を事業に取り
入れた企業が参加する環境団体で、参加企業にはHKGPCからの最新
のグリーン購入の調査結果が得られる他、HKGPCのロゴマークをマー
ケティング用途に使用できるなどのメリットがある。参加企業はキャセ
イパシフィック航空、香港ディズニーランド、MTRコーポレーション、香
港タウンガスなど香港の地場系有名企業のほか、EPSON香港などの日
系企業も含まれており、参加企業は業種を問わず幅広い。国際連合環
境計画（UNEP）のバス・デ・レーウ氏は「香港の消費者、そして事業者双

方がグリーン購入に意識的に取り組むス
キームはとても有意義だ」と語っている。
　身近なところから始められるグリーン購
入。早速あなたも今日から始めてみよう！

環境保全を推進している企業に贈られる名誉の賞
　環境保全に意欲的に取り組んだ企業を讃えるために2010年に設立
された「香港グリーンアワード」。グリーン購入賞、グリーンマネジメン
ト賞、環境・健康・安全賞、コーポレートグリーンガバナンス賞の4つが
設けられ、2015年にはHong Kong Housing AuthorityやCLP Power 
Hong Kong Limitedなどの香港有名企業が賞を獲得した。日系の企業
であるコニカミノルタ香港も受賞していおり、グリーン化を推進する企
業の後押しとなっている。

香港グリーンアワード
（香港緑色企業大奨; Hong Kong Green Awards）
ウェブ：www.greencouncil.org/eng/hkga/bkg.asp　

グリーンカウンシルCEO リンダ・ホー氏

日本のエコマークに相当する環境ラベル
　「生産」から「廃棄」にわたって環境への負荷が少なく、環境保全に役
立つと認定された商品に付与される環境ラベル「エコマーク」。日本以
外でも、中国、韓国、インド、タイ、マレーシア、フィリピン、ベトナム、台
湾などでエコラベルのスキームが浸透しているが、香港がエコラベル
の導入を発表したのはつい16年前の2000年。マークは白地に緑色の
葉が爽やかなデザインで、同マークがついている商品は日本のエコ
マーク同様、環境負荷が少ない設計を取り入れて
いる証だが、一般に浸透するにはまだまだ時間が
かかりそうだ。グリーンカウンシル代表のリンダ
さんは「日本やアジア各国と比べてみても、香港は
環境保全を推進していくべき立場としての意識が
まだまだ低いと感じています。今後より一層潜在
的な意識を高め、世界に向けてエコフレンドリー
な団体としての認知度を上げていく必要があるで
しょう」と語る。
　今後スーパーやコンビニでグリーンラベルを日
常的に目にする機会が増えることを期待したい！

香港グリーンラベル
ウェブ：www.greencouncil.org/eng/greenlabel/intro.asp

香港市民レベルでのエコ参加とは̶

日本のエコマーク

香港のグリーンラベル

香港環保採購約章
（Hong Kong Green Purchasing Charter; HKGPC）
ウェブ：www.greencouncil.org/eng/hkgpc/overview.asp
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　ここ数年香港で目にす
る機会が増えているEV
（電気自動車）。ガソリン
ではなく電力を動力源と
しており走行時のCO2排
出がゼロとなるため、「究
極のエコカー」と言われ
ている。地球温暖化や石
油枯渇の可能性が叫ば
れる中、各国はエコカー
の普及政策を積極的に取
り入れており、香港もその
例外ではない。
　香港には2016年1月現在、4464台のEV
が走行している。2010年にわずか100台
だったことを考えると、その伸び率に驚く
人も多いだろう。EVの普及最大の要因は
海外から輸入される車両にかかる登録税
（First Registration Tax）の免除だと言われ
ている。香港では一般的な乗用車の場合、
車両価格の15万香港ドルまでは車両価格
×40%の税率が、15万香港ドル～30万香
港ドルまでは75%の税率が、30万香港ドル
～50万香港ドルまでは100%の税率が、そ
して50万香港ドル以上には115%の税率が
課せられるが、EVの場合はこの呆れるほど

高い登録税がなんと免除となるのだ。これ
は2017年3月までの限定処置だが、実際に
高級電気自動車メーカー「テスラ」のモデ
ルとそれよりも安価な外国車のモデルを
比較してみても、最終的には税金が上乗せ
されテスラの方が安くなるという事象も起
きており、「香港高級車市場においてテス
ラは安価」との見方も出ているほどだ。
　さらに、公共の乗り物であるバスを順次
EVに切り替えていくという、政府主導のEV
普及政策もある。政府は既に180百万香港
ドルをかけ36台の電気バスをテスト運行
させており、2015年にはそのうちの5台が
公共バスとしての運行をスタートさせてい
る。また、EV普及になくてはならない充電
スタンドの拡充も進められている。香港に
は2016年2月現在、226箇所1282台の充電
スタンドが設置されているが、今後利用者
の増加に伴いその数も拡大していくだろ
う。
　数年前よりも格段に身近になったEV。香
港の交通事情を変えるほどの存在となりうる
だろうか？今後もその普及に注目が集まる！

香
港
でEcoを考える

環境保護署関連ウェブ：
www.epd.gov.hk/epd/english/environmentinhk/air/prob_solutions/promotion_ev.html　

クリーンな未来を築こう！
普及著しい電気自動車

　眠らない街香港－。この都市で消費される膨大な電力は
「香港電灯（The HK Electric Company Limited）」と「中華電
力（CLP Power Hong Kong Limited）」という2つの電力会社
が供給している。前者は香港島やラマ島に電力を配給し、後
者は九龍・新界・ラマ島以外の離島に電力を配給しており、
この2社のおかげで夜でも明るい都市が成り立ってい
ると言っても過言ではないだろう。
　2つの電力会社のうち、創業が古いのは1889年
に設立された香港電灯だ。同社はラマ島に火力
発電所を構えており、総出力は3,757MW（メガ
ワット）、57万人へ電力を送電している。一方の中
華電力は1901年に創業された電力会社で、総出
力は6,908MW、246万人へ送電している。発電所は
キャッスルピーク（屯門：テュンムン）、ブラックポ
イント（屯門）、ペニーズベイ（ランタオ島）の3ヵ所を構
えており、全て火力発電だ。同電力会社は総供給電力の約
30%を中国の深圳北東に位置する大亜湾（Daya Bay）原子
力発電所から購入していることでも知られている。一時中国
本土からの供給率を上げようという話が挙がったそうだが、
中国依存を嫌う市民から反対の声が挙がったとされ、引き
続き30%を維持しているそうだ。
　香港環境局が発表した2015年の研究レポート「Energy 
Saving Plan」によると、2012年に香港で消費された総電力
430億7,800万KWhのうち66%が商業施設、26%が住居で消
費されていることが分かった。実に香港の電力消費の9割近
くを商業施設と住居で消費していることになる。さらに電力
消費の内訳を見てみると、約30%が室内空調に、約13%が
照明に使われているという。家庭内の電力消費に限って見
てみても、室内空調の使用割合は34%となっており、最も電
力がよく使われているのは室内を快適に保つエアコンであ
ることが分かった。
　電力消費から離れ、太陽光発電や風力発電など環境負荷
が少ないグリーンパワーについて見てみよう。香港では香
港電灯が2012年にラマ島に総出力1MWのソーラーパネル
を設置済みで、さらに同じラマ島に総出力800KWの風力発
電も備えており、合わせて約1,717トンのCO2削減に成功し
たと発表している。同社はさらにラマ島沖に総出力100MW

の風力発電所を設ける計画を発表し
ている。実現すれば50,000世帯の電
力を賄うことができるとされ、香港市
民の期待も熱い。
　「百万ドルの夜景」の異名を持つ香
港を支える香港電灯と中華電力。世界
トップレベルの安定した供給が保た
れているが、世界の消費電力削減の
流れはまだまだ見られない。電力のグ
リーン化などを本格的に取り入れる
にはさらに踏み込んだ改革が必要そ
うだ。

香港電灯
ウェブ：https://www.hkelectric.com/en　

中華電力
ウェブ：https://www.clp.com.hk/en　

エネルギー問題
電力

CLP キャッスルピーク
火力発電所（屯門）

HK Electic ラマ島火力発電所
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HK Electic 
ラマ島の風力、太陽光
発電施設

深圳北東の大亜湾（Daya Bay）原子力発電所
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　三菱電機（香港）の社会インフラ事業部が
取り組んでいるS-EIVシステムについて、紹
介したい。「S-EIVシステム」とは、鉄道車両が
ブレーキをかけた時に発生する余剰回生エ
ネルギーを利用して、インバータにて電圧
を変換後、駅舎内の照明や空調、エレベー
ター・エスカレーターまたエアコン等へ電
力を供給すれば節電が出来、駅舎全体とし
ての省エネ化に貢献すると共に、電気代の
大幅な削減にも繋がるという仕組みだ。
　その節約出来る電力は、年間で
230,000kw/h。これは電気料金に置き換え
るとHKD27万、つまり日本円で年間約400万
円の節約に繋がるのだ。さらにこれは１駅
あたりの金額であり、今後順次、MTR11路線
102駅に導入される事になれば、その効果

は計り知れない。また、地上・地下の変電所
にもS-EIVシステムを導入し、活用の場を拡
げていく予定だという。
　今回、香港にS-EIVシステムが導入される
事に至った経緯としては、東京メトロの東
西線妙典駅で、既に２年間の利用実績が
あり、確実に節電・節約の効果も出ている
事から、今回香港の地下鉄に紹介される運
びとなった。
　現在、香港では今年２月から６月中旬ま
での約４か月間、試験的にS-EIVシステムが
導入されており、その結果を見て順次、香
港MTR地下鉄各駅に導入していく予定だ。
　様々なエコに対する取り組みを、積極的
に実施している三菱電機（香港）。今後もそ
の動向から目が離せない。

企業として、節電、リサイクルに取り組む

米
ぬ
か
で
E
エ

C
コ

O

日本での実績を
香港のEcoに活かす!

駅の節電
省エネ

香港に自社精米所を持ち、産地や農家にも拘った日本産米を、
注文後に精米、配達している「三代目　俵屋玄兵衛」では、
精米の際に出る「米ぬか」（1kgのお米から約100gの米ぬかが採れる）を捨てず、
エコな取り組みをしている。

香港精米所 三代目 俵屋玄兵衛
電話：(852)6806-1105(日本語)、(852)6127-0737(中文)
ウェブ：www.tawarya.com.hk
フェイスブック：facebook.com/tawaraya.hk

他にも、米ぬかには下記のようにたくさんの効能がある。

＜美容効果＞
洗面器のお湯に米ぬかを入れて洗顔すればお肌がつるつるに♪

＜健康食品として＞
米ぬかにはビタミンB群、ビタミンE、ミネラル、食物繊維など
の栄養素がバランスよく含まれている。ハンバーグやクッキー
など様々な料理に混ぜてみるのもおすすめ。

＜ぬか床として＞
「ぬか漬け」はビタミンB1が豊富で栄養価が高い。

＜アク抜きとして＞
ほうれん草や里芋、タケノコのアク抜きに、米ぬかを入れて茹
でると、米ぬかのカルシウムとほうれん草や里芋に含まれる
アクの成分とが結合して、エグみを抑えてくれる。また、米ぬか
の旨みが加わることでエグみを感じにくくする効果も。

＜食器洗の洗剤やワックスとして＞
鍋に直接米ぬかをふりかけて洗えば、中に含まれる脂肪分が
脂汚れを落としてくれる。美肌成分があるので手荒れせず美
しい手を保つことができる。また、ワックスのような効果もある
ので、床や家具のお手入れにも◎。

＜漂白用途として＞
米ぬかには漂泊作用があり、大根をゆがく時に米ぬかを使う
と、真っ白で食味が良くなる効果が。また、ふきん等の漂白剤
としても利用できる。

＜廃油の処理として＞
ビニール袋や牛乳パックに米ぬかを入れて廃油を注ぐだけ。
ぬかが廃油を吸ってくれ楽にごみ出しできる。

＜肥料として＞
家庭菜園やガーデニングの肥料としても利用OK。

★情報提供：三代目　俵屋玄兵衛

❶「米ぬか石鹸」に加工
　添加物を一切使用せず、天然オイ
ルと俵屋の安全米ぬかで米ぬか石
鹸を作製。使用者からは、「ぬかの匂
いがするかと思ったが、やさしい石
鹸の香りだけだった」、「泡立ちも問
題なく、お肌によいとのことで安心し
て使っている」と喜びの声が。

❷米ぬかを無料提供
　希望者には米ぬかを無料で提供
している。ぬか漬けを作る方やガー
デニングをする方がもらいにくるそ
う。お米と一緒のお届けもＯＫ。

三菱電機（香港）有限公司
住所：20/F Cityplaza One, 1111 King's Rd., Taikoo Shing
電話： (852)2510-0555
ウェブ：www.mehk.com

三菱電機（香港）
※S-EIVはStation Energy Saving Inverterの略
S-EIVシステム
三菱電機（香港）
※S-EIVはStation Energy Saving Inverterの略
S-EIVシステムS-EIVシステムS-EIVシステム
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＜CO2（二酸化炭素）削減＞
　産業革命期後の化石燃料の利用増加、
森林伐採が原因で増加の一途を辿ってい
るCO2の排出量。香港でも年間46.04百万
トン（2013年）を排出しており、地球温暖化
は他人事ではない。そんな中香港国際空
港は、2014年・2015年度にCO2の排出量
をなんと2008年と比べて22.4%減させるこ
とに成功! 空港内で使用する車両をEV（電
気自動車）化させたり、空港内電気のLED
化させたり、駐機中の航空機が稼動させる
除動力装置（Auxiliary Power Unit: APU）
を稼働制限させたりと、コツコツかつ大規
模に対応を推し進めた結果が数字として
表れたと言えるだろう。

●空港内を走る車両を電気自動車にせよ！
　エコ活として一番に挙げられるのは空
港内の車両対策。空港内には様々な車両
が走行しているが、AAHKは2017年７月ま
でに空港内すべての自動車をEVにするこ
とを発表した。まさに「やるからには全力

でやる」香港人気質の表れのような
目標だが、実際に2013年には37
台だったEVが2015年6月には
43台まで増加しており、さら
に30台の顧客輸送用バス
と4代の空港スタッフ用バ
スについてもEURO V排出
基準をクリアした車両を導入

済み。身近なところから始めた
結果がCO2削減量に繋がっていると

言えるだろう。

●空港のLED化
　空港内で使用する電力もまたCO2排出
の原因の1つだ。同空港ではその対策とし
てより消費エネルギーが少ないLEDライト
を約100,000点設置し、年間1,820万kWh
のエネルギー消費を削減することに成功
している。これは当初の予定1,500万kWh

を約20%も上回る結果となり、11,500トン
のCO2排出量に相当するというから驚き
だ。LED化は家庭内でもできるCO2対策と
してここ数年日本でも話題となったが、大
規模な空港ならではの劇的な削減結果と
なったようだ。

●航空機から始めるエコ。APUってなに？
　APUとは、航
空機の各部に圧
縮空気や油圧、
電力を供給する
ためにメイン
エンジンとは別
に搭載された小型エンジンのことで、航空
機尾部に設置されている。よく駐機中の飛
行機のおしりの部分に陽炎のようなもの
見えることがあるが、あれはAPUが稼動す
るために排出された熱が原因によって起
こる現象だ。航空機は駐機中であっても機
内の照明や空調のために電力を消費し、
それを担うのがAPUだが、APUは地上電力
設備よりもCO2を発生させるため、稼働開
始を航空機毎に可能な限り遅らせること
がCO2削減につながるとされていた。
　そんな中、AAHK（香港機場管理局）は
2014年12月に駐機中のAPUの利用を制限
する対策を発表した。電力効率がよく、ま
た排出されるCO2も少なくすむ地上から
の電力供給設備をAPUの代替とすること
を発表し、またその一環として地上設備の
強化を実施。大量の航空機が集まる国際
空港ならではの対策として注目を集めた。

＜ゴミのリサイクル＞
　エコ活と言えばゴミのリサイクル。空港
内で見かける分別ゴミ箱は街中で見かけ
るオレンジ色のゴミ箱より細かく分別がな
されているが、実際のリサイクル状況はい
かに？もちろん再利用の手順が取られてい
るものの、そのリサイクル率は12.2%（約
3,000トン）とまだまだ低水準の印象。しか
し香港機場管理局は2021年までに香港国
際空港で廃棄
されたゴミの
うち50%を再
生利用に活か
す目標を策定
している。ホテ
ル や エ ア ラ
イン配膳業者
など17社のビ
ジネスパート
ナーと協力し
食品廃材を始
めとしたゴミ
の削減・再利
用を推進中だ。

　2015年に2008年比の削減計画が一旦
終了した香港国際空港では、現在次なる5
年、20年の削減目標を策定するため、タク
スフォースを設置し、現在策定のための調
査を実施中。巨大な空港だからこそ取り組
み次第では得られるリターンも大きいは
ず。今後もエコ活に精力的に取り組む香港
国際空港から目が離せない！
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香港国際空港
 (Hong Kong International Airport)
ウェブ：www.hongkongairport.com/eng/index.html　

香港国際空港香港国際空港
Hong Kong International AirportHong Kong International Airport
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「世界で最も“エコ”な空港」を目指す!

香
港
でEcoを考える

〈質問項目〉
❶香港でエコに関して、何か意識あるいは実践していることはありますか？
❷日本でエコに関して、何か意識あるいは実践していたことはありますか？
❸日本と香港では「エコ」に関して、何か違いを感じることはありますか？

❶香港で意識して実践していると回答されたのは予想通り
「エコバッグの持参」（約９割）が最も多く、その他「洗剤は極
力詰め替え用を購入」（40代・女性・主婦・在港年数：１年）、
「洗剤や、シャンプーの詰め替え用があまり売っていないた
め、大容量サイズを購入し、小分けにして使っている」（20代・
女性・主婦・在港年数：１年弱）と、細かな配慮を心がけてい
る方も目立った。
　逆に「ありません」という回答も。しかし同じ回答でも理由
は「時間的・精神的に余裕のない生活を送っているので、環
境や資源のことにまでなかなか意識がいかない」（30代・男
性・会社員・在港年数：6ヶ月・在中国年数：1年6ヶ月）という
方から、「香港全体があまりエコについて実践していないか
らだと思います。今後、香港でエコの認識を高められる事業
を始めたいと考えています」（40代・男性・サービス業・在港
年数：15年）という興味深い回答まで様々だった。

❷日本では「ゴミの分別」は行政レベルで徹底しているた
め、これはもはや「常識レベル」という印象だ。また、「エア
コンの設定温度に気をつけ、節電を心がける」「クールビズ」
なども一般的。更にということでは「マイ箸の持参（割り箸を
使わない）」（30代・女性・主婦・在港年数：3年）。「ハンドタオ
ルを持ち歩いて、トイレなどで備え付けの紙は使わない」「贈
り物の簡易包を控える」（40代・女性・主婦・在港年数：１年）
など女性ならではの細やかさが目立った。

❸日本と香港の「エコ」に関する違いという点では、「まだま
だ香港のエコ意識は低い」というのが大方の印象のようだ。
特にオフィスや店舗の冷房に関しては「エアコンはもっと温
度設定高くてもいいのでは？と常に感じます」（20代・女性・
主婦・在港年数：1年半）、「クーラーかけて厚着は・・・・」（30
代・男性・ライター・在港年数：11年）と、多くの日本人が「文

化の違い」を越えて疑問を投げかける。
　「食」に関しては、「エコは『ケチ』や面倒と考えている人も
まだまだ多い。特に食に関する無駄は多い」（40代・女性・市
場開発・在港年数：16年）という感じ方もあるかと思えば、
「香港はまだエコに対する認識が足りないと感じますが、外
食で残った食事を持ち帰り出来るのは大変よいことだと思
います」（40代・男性・サービス業・在港年数：15年）、「レスト
ランなどではどの店も食べ残したものを持ち帰れたり、「もっ
たいない」という意識はとても高いと思うので、こちらも環境
が整えば活動はしっかり広がりそう」（40代・女性・主婦・在港
年数：１年）という意見も。

　エコロジーは地味でもコツコツと持続することが大切。こ
こ香港でも、そうした意識が「常識」として定着することを望
まずにはいられない。

在香港日本人のエコ参加について聞いてみた
今回の「Eco 特集」にあたり、PPWの周辺で在香港日本人の方達にシンプルなアンケートで、
そのエコ参加意識についてと、香港のエコ活動に関してどう感じているかを伺った。

アンケートにお答えいただきました皆様、ご協力ありがとうございました！　PPW編集部
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