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NPO法人 東アジア環境・省エネ協会

近年、東アジア諸国は急速な経済発展を遂げました。
しかし、その一方で環境対策や省エネルギー対策は
不十分であり、環境が悪化してきています。
日本は 1960 ～ 70 年代に深刻な公害・環境問題を
経験し、長い時間をかけてそれを克服してきました。
この貴重な経験とノウハウを東アジア諸国に紹介し、
お互いの経験を交流させることで、
東アジアの環境改善と省エネルギーに貢献したい、
との想いから、NPO 法人 東アジア環境・省エネ協会は
設立されました。

対談：
中国青年国際人材交流センター

副理事長

NPO 法人 東アジア環境・省エネ協会

理事長

賈 棣鍔
大元 守

＜ 日 本 と 中 国 との環 境交 流に 向け て＞

大元

私どもの特定非営利活動法人（NPO 法人）東

当センターと貴国の友好交流は 1979 年から始まっ

アジア環境・省エネ協会は、
「東アジアの人々に対して、

たものです。当時、日中青年研修協会会長・岡崎嘉平

環境と省エネに関する事業を行い、東アジアの環境改

太先生、日本友愛青年連盟会長・鳩山威一郎先生、日

善と省エネ促進に寄与する」ことを目的とし、以下の

本青年団協議会等のお招きに応じて、貴国への研修生

事業を行っております。

派遣事業を始めました。事業開始以来 30 年余、日本

（1）国際協力と活動
（2）環境の保全を図る活動
（3）経済活動の活性化を図る活動
（4）学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
（5）前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に
関する連絡、助言又は援助の活動
この活動目的と事業内容に沿って、今後も東アジア
の環境と省エネを通じて、微力ながら最善を尽くして

だけでも 4000 余名の青年技術者と管理者を派遣しま
した。我々は研修・トレーニング、交流、考察などの
形で、国家の経済建設のために、数多くの国際的な視
野を持つ人材を養成し、両国間の経済協力・貿易交流、
合弁企業の創設、投資誘致など数多くの事業を成功さ
せました。これらの研修生は帰国してからもほとんど
が中日交流の仕事に従事し、中日両国の官民交流の第
一線で彼らの活躍している姿をよく見ることができま
す。

いきたいと考えております。これによって、協会は中

中国青年国際人材交流センターは、この度、東アジ

国青年国際人材交流センターと友好的協力関係を結び

ア環境・省エネ協会と「省エネ・環境改善の為の交流

たいと思います。

協定」を締結して、その実のある活動を通じて、両国
国民の交流がより進むことを期待しております。

賈棣鍔

ありがとうございます。我々としても貴会と

協力し合いながら、省エネ・環境保護事業のために実
のある活動を展開していきたいと考えております。そ
れでは、当センターのことについて、簡単に紹介させ
ていただきます。
中国青年国際人材交流センターは中華全国青年連合

大元

ありがとうございます。賈先生からご紹介があ

りましたように、私どもはこの度、中国青年国際人材
交流センターとは、日中関係の環境改善交流に向けて、
以下の協議書を結びました。
＜合作の目的＞

会の国際的青年人材育成と交流を行う機構であり、国

日中両国政府は、既に、青年人材交流並びにエネル

家に認定された初の研修生の海外派遣、青年人材の海

ギー・環境保護などの領域において相互協力を推進す

外研修に従事する機構でもあります。中国青年と世界

ることに合意している。これに基づき、甲乙双方は相

各国青年との相互理解、交流と協力を増進し、国際間

互に協力し、かつ相互利益の原則の下に、省エネ・環

の経済活動と友好事業の発展を推進し、科学技術、国

境保護およびその人材・技術・経済交流が活性化され

際貿易、金融、企業管理など各分野の人材を育成し

ることを推進する。

て、国家の経済発展と社会の進歩に貢献することがセ

＜合作の内容＞

ンターの主旨であります。

1. 環境・省エネルギー協力に関する人材の交流と専
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門家の養成。

ましたが、同時に、昭和 40 年代から 50 年代の頃で

2. 環境・省エネルギーに関する共同研究開発協力。

しょうか、環境の悪化や公害問題もひどくなり、大き

3. 環境・省エネルギーに関するセミナーの開催。

な社会矛盾を引き起こしておりました。私は、隅田川

4. 環境保護監視技術と設備の導入。

の汚染や川崎の大気汚染など日本の経済成長と環境の

5. 省エネ、環境保護領域の産業界の発展の推進協力。

悪化・公害の関係について、そして如何に日本がそれ

6. 双方の省エネ、環境保護に関するプロジェクトの

を乗り越えてきたかを、中国人として、長い間この目

推進。

で実際に見てきた数少ない一人といえます。現在の日

7. 環境緑化・植林・生態系保全活動の推進。

本は、山も青々しく、河も海も清らかで、町中がきれ

8. 相互視察団の派遣と受入れへの協力。

いになっていて、私はそれを見て感慨無量で、中国に
とって日本の経験は大変見習うべきものがあると思い
ます。
大元

私も 32 年前から、度々貴国を訪問してきまし

た。現在の中国を見ますと、確かに中国は高度成長の
真っ只中にあり、人々の生活は安定し豊かになってき
ましたが、やはり環境の悪化や公害という大きな社会
問題に直面していると思います。しかし、北京オリン
ピックの申請と成功を契機に、中国政府は環境問題を
大変に重視するようになり、力を入れてきたことで、
省エネ・環境改善の為の交流協定 調印式にて

ここ数年は以前よりずっと改善されつつあると思いま
す。

この協定に基づき、今後も、日中の省エネ・環境改
善を通じた交流を促進するために微量ながら最善を尽

賈棣鍔

くしたいと考えております。

際信託投資公司（CITIC）の総代表として、日本に駐

ところで、中曽根康弘元首相が主宰している（財）

はい、その通りです。1987 年、私は中国国

在していた折りに、日本興業銀行と電源開発の幹部た

世界平和研究所の事務次長・小島弘先生（初代日中

ちの案内で、長崎の火力発電所を見学しました。その

21 世紀委員会委員長の故香山健一先生や賈棣鍔先生

頃、彼らに脱硫装置と除塵装置を薦められました。私

と共に、戦後の日中関係のより積極的な平和的交流に

はそれを公司に報告し、提言しましたが、これらの装

尽力された。賈棣鍔先生とは 50 年来の友人であり、

置について国からはまだ使用を要求していないと回答

本会発足当初から本会のご指導をいただいている。）

されました。やはり、人々は自身の実践と体験を通し

のご紹介によれば、賈棣鍔先生は、昭和 30 年代から

て初めて、理性的な認識が出来るようです。中国は今、

日本を幾度も訪問され、いわば日本の戦後の姿とその

科学的発展観を国策として、持続可能な発展戦略を大

変容を本当によくご理解されている方と聞き及んであ

いに貫いており、これ以上環境破壊を代償とした産業

りますが、この 50 年来、日本の「環境」の変化につ

の発展を図るという古い道を歩んではいけないという

いて、どのように思われますか。

認識に立っております。
環境保護において、共青団は 1999 年から、「母な

賈棣鍔

私が最初に日本を訪問しましたのは、戦後の

る川を守る行動」というプロジェクトを発足させ、全

昭和 32 年の春です。日本は敗戦を経て、人々の生活

国範囲で大規模な植林活動を展開してまいりました。

は楽とはいえませんが、皆一生懸命に働いて、これか

その時、私は当センターの鄧亞軍主任と一緒に、中日

らより生活を豊かにしようとあらゆる分野で活気があ

両国の環境保護分野の協力を進めるために、青年時代

り、人々は生き生きとしていました。そして、東京オ

から中華全国青年連合会とお付き合いのあった元首

リンピックや大阪の万国博覧会を迎え、その間の高度

相・竹下登先生を訪ねました。そして、竹下先生と野

成長を経て人々の生活は豊かになり余裕も見えて参り

中広務官房長官のご協力の下、小渕内閣の時期に、日
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本政府は 100 億円の「日中緑化基金」を設立いたし

多様な方式で中国のインフラの建設に手助けをして来

ました。この期間中、私たちは日本経団連など数多く

られました。また、90 年代に入ると、それは環境保

の団体とも協力し合い、重慶で六年間にわたって、植

護方面に広がり、ここ数年来、省エネ・環境保護の分

林活動を行ってまいりました。これらの活動を通して

野にも数多くの協力プロジェクトを行って来られまし

私達は、中日両国の環境保護協力分野において、新し

た。そして経済面でのウィンウィンの関係を実現して

い道を切り開き、そして環境保護という枠をはるかに

きただけでなく、具体的なプロジェクトの合作により、

超えた、両国の国民と青年が直接交流できるプラット

企業間の相互理解、国民同士の友情も深め、世々代々

フォームを作り、友情を深める絆とさせ、その影響を

の中日友好関係の構築においても有意義な貢献をして

深遠たるものにさせました。

きました。胡錦濤主席は 2008 年 5 月の日本訪問の最
中に、日本政府が中国に ODA を提供し、中国現代化

大元

貴センターが先頭に立ち、日中環境保護協力の

建設に積極的な役割を果たし、日本の友好人士が中日

分野において既に数多くの実績を上げて来られたこと

友好事業の為に注いだ心血を、中国人民は永遠に銘記

に感服いたす次第です。環境問題は、今や、世界の課

するだろうと述べました。

題となって参りました。そして東アジアにおいては、
経済と同様に「環境」は、今や国境なき相互に強く影

大元

響される問題でもあります。こうした状況にあって、

てを、日本と中国の世世代々の友好という大きな目標

両国の環境改善の為の交流は非常に重要であり、意義

に結びつけ、推進させる。それは、日中間の将来を見

の高いものであると考えます。

通し高所からの大変に優れた見識であると思います。

それでは、賈先生が長年日中交流の中で積み重ねて

なるほど。日中間の人材交流、経済協力等の全

それでは、更にご提言をいただけませんでしょうか。

来られた豊かな経験を踏まえて、今後の日中環境交流
のあり方について、お考え方とか、ご提言をお願いで

賈棣鍔

きましたらと思います。

を実現するには、官民一体で行動しなければなりませ

現実に基づき、実のある協力関係を結ぶこと

ん。
賈棣鍔

その通りです。環境は今や世界の課題であ

私達は最も早くから日本政府の総務省、外務省等と

り、とりわけ東アジアといういわば隣組に住む人々に

交流を行なってきた中国の団体です。1984 年の「胡

とって、生活の安定とバランスを考える上でも、お互

耀邦—中曽根」時代の「中日青年友好大交流」はもち

いに避けては通れない問題であるのです。そして、現

ろんのこと、「日中緑化基金」の設立も官民一体とし

在は、東アジアの視点に立っても、将来の中日関係の

て行動し、成功を収めた事例です。1999 年小渕内閣

視点に立っても、この環境交流は極めて意義深く、近

は 100 億円の「日中緑化基金」を設立し、運営方法

未来の中日関係を決定づけるといっても過言でない重

としては、中日両国の民間団体が中国で植林候補地を

要なテーマであると考えております。そして、「公害」

選び、両国政府が指定する窓口機関にそれぞれが資金

という未曾有の体験とその克服をされてきた日本の皆

を申請し、中国で環境改善の為の植林を行うものとし

様の経験は、必ずや、今後の中日関係に大きく寄与で

ました。このプロジェクトは、政府と民間の双方の積

きるものであると考えております。

極性を発揮させ、官民の協力を促し、両国国民の直接

それでは、ここで私はいくつかの提言を申し上げま
す。
一つは、現実に基づき、実のある協力関係を結ぶこ
とです。まず、両国の平和的な友好を強め、両国国民

的な交流のプラットフォームを構築させ、両国の国民
が友好的な感情を深め、積極的に中日両国の緑化事業
をサポートしてまいりました。本当に一石三鳥とも言
えますね。

の友情を促進するという政治的な観点からも、より積

そして、私はこの歴史的な成功事例を踏まえて、日

極的で心を開いた姿勢で、省エネと環境保護の交流を

本政府には「日中環境・省エネ基金」を設立すること

推し進めることです。日本からの協力を振りかえって

を提案いたします。それは、日本企業と中国企業が協

みますと、1980 年代には、日本政府は、中国の研修

力して環境・省エネの為に意義のあるプロジェクトを

生の受け入れ事業や、低金利の開発援助（ODA）等、

選定し、この「環境基金」に申請をして、支援を受け

日本と中国の環境交流に向けて
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ることの出来るシステムを構築したいのです。
「緑化

も「平等互利」ですね。非常に重要なご意見だと伺い

基金」との大きな違いは、ビジネスという経営と管理

ました。幅広い民間の「平等互利」となる日中関係を

方式を応用し、良いプロジェクトに対し資金面での支

強めて参りたいと考えております。むしろ今後の環境

援を中長期に渡って行いながら、一方で資金を回収を

交流にとって、「友好協力」「平等互利」の関係こそが

しながら「基金」の循環利用を行うものです。

非常に重要なことであると思いますし、大いに期待さ
れるものであると思います。お互いに胸襟を開いて、

大元

それはとても重要なご提案だと思います。「環

相互に利益があるという、前向きでより積極的かつ長

境基金」の必要性や運用の実効性は高いものであると

期的な関係です。日中の両国国民にとってお互いの関

思います。また、今後の環境交流においても、日中の

係は、戦略上も長期に渡っても重要であり、その視点

官民一体の体制作りの必要性からも、
「基金」は非常

を抜きに中国を捉えてはいけない。そのような意味に

に意義深いものであると思います。その意味において

おいて、企業経営者の皆様は、日中関係をより高いレ

私達も、民間の立場から、微力ながら大いに貢献をし

ベルで長期の視点に立って把握すべきであり、環境ビ

ていきたいと考えます。しかし、環境交流のあるべき

ジネスの交流においてもこのことを大いに提唱してい

姿は、これからも課題があると感じております。日本

きたいと思います。

の環境関連の民間企業は、特許権や資金回収の面から

また日本側には、中国という巨大市場において技術

中国への進出を躊躇している企業も多く、また技術交

を展開しながら切磋琢磨し、より高い技術をより安く

流やコストの問題、環境設備の維持・管理（メンテナ

提供する不断の努力が求められていると思います。そ

ンス）
、環境測定（モニタリング）の継続性など、乗

うでなければ、既に「環境基金」を有している米国や

り越えるべき課題もあると思います。環境投資は、最

ドイツ、更には中国自身の技術進歩の前に、日本の環

終的には人々が電気代や水道代といった生活費の中か

境関連企業が国際的な産業競争力の中で淘汰されてし

ら、地方政府を介して減価償却（返済）していくもの

まうのではないかという危惧を私は抱いております。

ですから、中国の人々にとっても償却できる費用（コ
スト）であることが重要です。

賈棣鍔

はい、その通りです。「早い者勝ち」とよく

言われますが、貴国には多くの「遠見卓識」（将来を
賈棣鍔

はい、その通りです。具体的に言うと、ビジ

見通し大変優れた見識）ある方々がおられます。私達

ネスの商談においても誠心誠意という気持ちをもっ

は彼らに見習うべきです。ここでは、二つの事例を紹

て、
「友好協力」
「平等互利」の原則を貫かなければな

介しましょう。

りません。
「友好協力」をするという願望と意識がな

80 年代の初め、中国が改革開放政策を取り始めた

ければ、商談は成り立たないし、
「平等互利」を実現

間もなくの頃でした。その時に、野村證券の故・田

できなければ、協力事業も持続できません。

淵節也社長は、周りの反対を押し切って、中信公司
（CITIC）の日本における金融市場での初めての私募

大元

同感です。高いレベルと長期的な視点で、しか

債券の発行を実現させました。もう一つ、「日本の経
済界の総理」と言われている経団連会長で新日鉄社長
でもあった故・稲山嘉寛氏は、率先して上海宝鋼鉄鋼
会社と協力関係を結びました。これらの合作は双方に
経済的な利益をもたらしただけではなく、中国の金融、
投資、製品を国際市場と連携させ、更にグローバル化
させ、中国の改革開放政策の発展に貢献をされました。
私が稲山嘉寛氏の追悼式に出席した際には、彼の「競
争より協調を目指すべき」という信念が思い出され、
中日経済協力の「大功労者」として高く評価され、尊
敬の念を禁じ得ませんでした。そして確かに言えるこ

左：大元
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とは、中日友好協力事業の為に貢献された方々は、決

して世間に忘れられることはないということです。

りもこの交流を通じて、一人ひとりの両国国民の友情
の誼が培われることを期待しております。また、それ

大元

先生か言われましたこの二つの事例は大変意味

深く、力をもらえますね。私達はそれを受け継ぎ、未

は同時に、両国国民のみならず、世界に貢献できる活
動であると確信しております。

来を開き、意義のあること、実務的なことを更に多く
していかなければなりませんね。
ところで、
「早い者勝ち」と言われますが、どの方
面から始めたら良いのでしょうか。

大元

ありがとうございます。その意味においても、

私どもの NPO は、民間の立場から地道な活動を継続
し、更には、日本政府にも要求し、両国の環境交流を
より高いレベルで推進できるような基盤を政府主導で

賈棣鍔

最新情報をお伝えしますと、4 月 28 日に、

作っていただけるよう運動をしていきたいと考えま

温家宝総理が国務院での会議を主催しました。この会

す。例えば、民間の環境交流をより推進するための「環

議では、省エネ排出削減の目標を実現するため、八つ

境ファンドの設立」も重要な要素であり、官民一体の

の措置を取り上げました。
「第十一次五カ年計画」の

日本側の交流と「友好協力」、「平等互利」の積極的な

最初の 4 年間は既に経過しましたが、各地域、各部

関係の構築を目指していきたいと考えます。

門の努力で、省エネ排出削減という仕事は重要な進
展を見せました。国内総生産単位当たりの消耗量は

今後とも、ご指導のほど、よろしくお願いいたしま
す。

14.38％の削減ができましたが、20％という目標には
まだ差が大きいといえましょう。そこで、今年の年末
までに、エネルギー消耗量が大きく、汚染度が高い産
業に対しては、次の措置を取ります。小型火力発電
ユニット 1000 万 kw を閉鎖、生産効率が低い錬鉄を
2500 万トン削減、鉄鋼生産を 600 万トン削減、コン
クリート 5000 万トン削減、製紙 53 万トンを削減す
る一方で、省エネや効率の高い環境保護製品を押し広
げます。これは、日本企業にとっては中国市場に進出
する絶好なビジネスチャンスではないかと思います。
大元

最新情報を教えていただき、有り難う御座いま

す。私も最近、中国の各地方政府や企業経営者たちと

賈 棣鍔
1931 年に陝西省戸県に生まれ、中国共産主義青年団国際

お話しする時、彼らの省エネと排出削減に対する強い

部長、中華全国青年連合会副秘書長、中国国際信託投資公

緊迫感を感じております。省エネ、環境保護への関心

歴任した。1983 年胡耀邦総書記訪日の際、共青団国際部

は益々強く、日本の省エネ・環境保護技術と設備の導
入へも積極的な姿勢を示しておられます。

司駐日総代表、中国青年国際人材交流センター副理事長を

長として、公式メンバーで参加した。1985 年日本外務省

の招待で、中華全国青年連合会胡錦濤主席は、団長として
100 名の中国青年代表団を引率し、日本を訪問した際、同

氏は代表団の副団長兼秘書長を務めた。また、CITIC の栄

賈棣鍔

はい、そうです。中国は、日本の隣国であり、

世界の一大市場でもあります。そして、現在は高度成
長の真っ只中にあり、日本のかつてのように、現在は

毅仁（元国家副主席）の 3 回にわかる日本訪問の際には、
中曽根元首相など政財界の指導者達との会見にも同伴した。

大元 守

環境・公害の課題も認識しております。繰り返します

1954 年生。1978 年京都大学卒業。同年より、京都府日

が、日本の皆さんの公害を克服した尊い経験は、必ず

チベット）合同登山隊に従事、その後、京都大学創立 90 周

本中国友好協会事務局長、1985 年日中友好ナムナニ峰（西

や中国国民の環境の改善に貢献できますし、中国国民

年記念協力編集委員会編集局長、EXPO90 花と緑の国際博

に歓迎されると確信しております。私は、このような

経て，現在、全国日本学士会 academia 編集主幹。2009

環境改善の交流は、戦略的にも長期的にも中日関係に

覧会シンボルタワー「生命の塔」プロデユーサー・館長を
年より NPO 法人 東アジア環境・省エネ協会理事長。

大いに良好な影響を及ぼすものと思いますし、なによ

日本と中国の環境交流に向けて
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寄稿：

いかにして東アジアは 21 世紀の
環境問題に立ち向かうべきか？
NPO 法人 東アジア環境・省エネ協会 副理事長

紀本 岳志

を高濃度で汚染し、人体や農作物等に短期間に悪性の

環境問題とは何か？

被害を及ぼす。これに対し広域汚染は、広い範囲に点

かつて自然は、人間・社会にとって無限の恵みと災

在する汚染源により約数百〜数千 km 程度の範囲に影

禍をもたらすものであり、それは〈神の意思〉であった。

響を及ぼすもので、汚染濃度も低く影響が現れるにも

空気や水はタダであった。ところが、20 世紀中頃よ

時間がかかる。人体への影響で言えば “ 知らず知らず

りの人口の “ ねずみ算 ” 的な増殖と、それを支えた水・

のうちに平均寿命が短くなってきた ” というような具

食料生産の増大、
および世界的な経済発展による資源・

合である。さらに、二酸化炭素問題に代表される地球

エネルギー消費の拡大、この〈三つの発展〉の結果、

規模の環境問題については、地球上のあらゆるところ

人間社会が出す汚染物質が、いつしか自然環境を悪化

に汚染源が散在し、汚染物質がそれ自身直接的に被害

させ、それが〈負の貯蓄〉となって人に災害をもたら

を与えるというよりも、百年スケールで気候に影響を

すようになった。これが現在我々が世界のいたるとこ

与えたり、生物種の絶滅やひいては将来の人類の存続

ろで直面している環境問題である（図１参照）。

に関わるかもしれない大規模な自然改変を起こすおそ

もとより自然には元来の浄化能力が備わっており

れのある問題のことを指す。このレベルになれば、ほ

（環境容量）
、時間的・空間的に汚染物質の排出量が自

んのわずかな汚染物質の存在が、数世代にわたり影響

然の “ いき値 ” を超えない場合には、基本的には急激

を及ぼすことにもなりかねない。

な環境の悪化は起こらない。しかし、1960 年代の日

たとえば、かつてのロンドンスモッグ事件（1952

本での経験に象徴されるように、欧米諸国にくらべ桁

年）や四日市喘息（昭和 30 年代）の原因物質である

違いの人口密集地域において、急激な高度成長による

二酸化硫黄（SO2）について言えば、甚大な地域環境

工場の乱立が起こった場合、その地域の大気・水質・

災害が勃発した当時は、汚染地域での大気中の濃度が

土壌は、環境容量を越えて急激に悪化し、深刻な汚染

200 μg/m3 以上（1 μg は百万分の一グラム）であった。

（公害）にさらされることになる。

環境問題の時空間スケール
また、汚染（pollution）は、その空間的な広がり
に応じて、ローカル（Local: 地域）
・リージョナル
（Regional: 広 域 ）
・ グ ロ ー バ ル（Global: 地 球 規 模 ）

それが現在、広域汚染として微小粒子汚染や酸性雨
問題を引き起こすとされる濃度は、約十分の一の 20
μg/m3 であり、さらに、その十分の一の約 2 μg/m3
というわずかな濃度でも地球規模で蔓延すれば、地球
の平均気温を約 1 度下げると推測されている。
少し乱暴な言い方をすれば、環境問題にとって、全

と三つに分類される。その意味で、
「四大公害病」に

体の量は直接的な要因ではなく、密度や濃度（人口密

代表されるかつての日本での公害問題は主に地域汚染

度・汚染濃度など）と影響を及ぼす時間との関係が重

問題であり、現代の大気汚染（オゾン・微小粒子など）

要である。環境問題の空間スケールが広がれば、それ

や酸性雨問題、
沿海汚染（瀬戸内海など）は広域汚染、

に応じるかのように時間スケールも長くなり、影響の

二酸化炭素問題は地球規模汚染の範疇に分類される。

評価や対処法も難しくなる。したがって、それに対す

一般に、地域汚染は汚染源の周辺約 100 km 以内

る観測や因果関係の調査・情報収集の方法も大きく異
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な研究分担体制で対応可能であるかどうかも分からな

人
自然環境

環境災害
観測

自然

い。ひょっとすれば、かつて四百年前にヨーロッパを
襲った「小氷期」に対処するため、人間は旧来の “ ス
社会環境

人文学

装置
発明
発見

知

調査

統計

社会学
自然科学
環境学

環境汚染
図1

コラ哲学 ” を捨て、新たに “ 帰納法 ” に基づく自然科
学や近代（経験）経済学を発明したように、再び新た
なる “ 智恵 ” を必要としているのかもしれない。今一
度、環境問題に対する視座を定めるためにも、次章で
少し回り道をすることをお許しいただきたい。

社会

知と環境問題の構図

環境問題は人間の社会活動が自然破壊を招き、それが翻って個人に
災害をもたらすという構図でおこる。したがって、従来の学問の枠
組みを越えた取り組みが必要である。

「環境」 ー その権利と責任 ー
「環境」という言葉は、もともと古代中国で “ 城
壁 の 境 界 ” を 指 し た 言 葉 で、 そ れ を 英 語 で 言 う
“environment” の訳として用いるようになったのは、
おそらく明治以降のことであろう。考えてみれば、英
語では “viron（環）” の内と外との “en-（関係）” と

なる。また、対策を立てるための社会システムも違っ

いう意味に取れるので、それを “ 環境 ” としたのは誠

てくるし、その後の検証方法や監視体制も全く別のデ

に名訳ではないだろうか。

ザインになる。地方自治体では、地域汚染に対しての

さて、環境という言葉を本来の「“ 主体（たとえば

施策を取ることはできても広域汚染は管轄外となる

人間）” とそれを取り巻く “ 客体（たとえば自然や社

し、一国だけで地球規模環境問題に対処することはで

会）” との関係」という意味ではなく、現代のような

きない。

“ 汚染とそれによる災害 ” を指す言葉（ここでは〈環境〉

今までの先進諸国での環境問題は、先述した〈三つ

とする）として用いるようになったのは、実は、ここ

の発展〉の時間的増加・空間的拡大がそれほど急速で

40 年ほどのことで、1972 年にストックホルムで開催

はなく、そのため地域汚染がはじめに顕著になり、大

された「国連人間環境会議」以来であると思われる。

きな社会問題となった後に対策が講じられ、ようやく

「人は、尊厳と福祉を保つに足る環境で、自由、平等

解決へ向かった後に広域汚染・地球規模汚染問題が顕

及び十分な生活水準を享受する基本的権利を有すると

在化してくるという経緯を辿ってきた。また、欧州の

ともに、現在及び将来の世代のため環境を保護し改善

環境先進国と呼ばれる国では、問題に応じてそれに対

する厳粛な責任を負う。
（国連人間環境宣言、1972 年）」

処する社会システム構築への努力がなされてきた。

この「人間環境宣言」では、良好な〈環境〉のもと

ところが、
21 世紀に入り特に東アジアでは、この〈三

で暮らす権利を “ 個人の基本的権利（環境権）” とし

つの発展〉速度が指数関数的に増加・拡大しており、

て位置づける一方、
〈環境〉を保護改善する “ 個人的 ”

しかも、大気・水質・土壌・海洋など、あらゆる領域

責任を明記している。

において環境容量を越えつつあるような気がする。つ

この基本的権利としての環境権は、1948 年に制定

まり、現在、東アジアが直面している環境問題は、自

された国連世界人権宣言、「すべての人間は、生まれ

然全体に対して地域汚染から地球規模汚染まで同時並

ながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについ

行的に発生している人類史上初めての事件であると言

て平等である。」の思想を引き継いだ、いわば “ 人権

えるかもしれない。

宣言の環境版 ” というべきものであり、韓国等では憲

それゆえに、我々がこの問題に対処するためには、

法にもこの条項が盛り込まれている。

直感的には従来の枠組みを越えたアプローチが必要で

一方、〈環境〉に対する責任については、人為的な

あると思われる。しかし、環境問題は、図１に示すよ

産業経済活動が汚染をもたらすと言う意味で、いわゆ

うに、人間・社会・自然のあらゆる分野を巻き込んだ

る加害者も人間となるため、その責任所在を明確に規

未曾有の問題であり、これに対して現在の政治・経済

定している。しかし、環境汚染は、個人が直接的に引

（社会）システムや、自然科学・応用技術の “ 古典的 ”

き起こすものではなく、社会における産業経済活動の

日本と中国の環境交流に向けて
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急速かつ高密度の発展により引き起こされるというと

の答えを考えるためには、環境問題の歴史的側面を知

ころに、
この問題の複雑さがある（図１参照）。つまり、

る必要がある。

個人のよりよい暮らしを求めて行う産業社会活動が積

人類の文明の歴史を振り返ると、過去 1 万年の間、

もり積もって自然を破壊する直接の加害者となり、そ

主たる産業は農業であった。人工肥料や大規模灌漑設

の被害が個人にもたらされるという構図である。しか

備のない時代、農業は、自然のきれいな水と肥沃な土

も環境汚染が始まってから環境災害にいたるまでに地

を必要とする産業であり、生産密度が上がると地域環

域や時間のずれがある。川の水も上流で汚せば下流の

境が汚染され自動的に生産密度が下がり、その結果、

村にしか被害が及ばない。下流の村人は気づくのに時

地域の人口密度が保たれるという “ 環境調和型 ” の産

間がかかるし、気づいたとしても上流の村人は知らぬ

業であった。したがって、厳しい自然環境では、自然

顔をするのが普通である。また、お金持ちは水のきれ

と人口密度が低くなり、農作物が取れなくなれば人間

いな上流で暮らすことができるので環境災害に直面し

は別の土地を求めて移住した。
この長年の産業構造を変えたのは、17 世紀に始ま

ない。
汚染を出すことで、すぐに自分に “ しっぺ返し ” が

る “ 科学的方法の発明 ” と、それに伴なって 18 世紀

来るとなれば誰もそのようなことをしないが、隣にふ

中頃よりおこった工業化、いわゆる “ 産業革命 ” であ

りかかったり時間のずれがあれば、後でツケが回って

る。これは莫大な利益を生み、その発祥の地を “ 大英

くるかもしれないと薄々思っていても目先の利益を優

帝国 ” として世界に君臨させるとともに欧州帝国主義

先してしまう。おなかをすかせた子供が、母親の目を

による世界を形成した。その一方で、農業と異なり工

盗んで “ 水屋のお菓子 ” を食べてしまうのと同じであ

業は、船舶や鉄道などの輸送手段を用いて原材料を工

る（おなかがいっぱいであれば手を出さない）。

業地帯にかき集め、そこに労働者も集約させて大量の
エネルギーを消費しながら製品化し世界に供給すると

〈農工商金〉経済発展と汚染防止のコスト

いう “ 密集型 ” の産業であるため、エンゲルスが「イ

言」にある「現在及び将来の世代のため環境を保護し

に、19 世紀後半には、世界各地の工業地帯で深刻な

改善する厳粛な責任」を果たせばいいのだろうか。そ

地域汚染を生むこととなった。

一人当たりの平均年間所得
一人当たりの年間環境負担費（所得の5%）
一人当たりの年間汚染防止費用（従来技術）
一人当たりの年間汚染防止費用（革新技術：コスト約1/4）

100,000

低人口密度地域

所得
負担

10,000

(所得の5%)

1,000

(従来技術)

0

10

20

商業
30

40

経済発展年数（年）

50

図2

金融
60

70

1,000

100

10

1

0

農業
0

10

20

所得

(所得の5%)

費用

工業

工場の海外移転

0

工業

負担

汚染拡大・環境災害

バブル崩壊

農業

経済発展と環境コストのギャップ
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一人当たりの年間汚染防止費用（従来技術）
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公害から環境へ

費用

一人当たりの平均年間所得と環境コスト（ドル／年）

ギリスにおける労働者階級の状態」で述べているよう

一人当たりの平均年間所得と環境コスト（ドル／年）

さて、それでは我々はどのようにして「人間環境宣

(従来技術)
(革新技術)

商業
30

40

経済発展年数（年）

50
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経済発展の構図と地域汚染の経済モデル

低人口密度地域においては、一人当たりの農業面積が大きく、それによる単位所得が高いため、工業化へのスピードが遅いのに対し、高人口
密度地域では農業所得が低く、都市への出稼ぎなどで急速な工業化がおこる。工業化当初は所得が低く汚染防止は後回しにされ、過剰な都市
人口の中、激烈な地域汚染を引き起こす。また、汚染が社会問題化しても、所得が増えない限り汚染対策の財源が不足となり十分な防止対策
を講じることができない。その結果、汚染は拡大し住民（特に貧困層）は環境災害に巻き込まれる（経済発展と環境コストのギャップ）。今ま
での地域汚染問題では、ある程度の経済発展後に環境対策が行われるが、現在東アジアが直面している環境問題は、地域汚染・広域汚染・地
球規模汚染の “ 三重汚染 ” であり、はたして従来どおりの対応で未来はあるのだろうか。参考までに右図の高人口密度地域モデルには、かつ
ての日本における関連する社会現象を灰色の文字で記した。
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この欧州における経済発展の過程を、生態学におけ

本で急速な工業化がおこった。元々日本は、温暖な気

る生物の増加曲線（モノー式、1950 年）を参考にし

候の中で豊かな水資源を利用した米作中心の農業形態

て作成したものが、図２の左のモデル（低人口密度地

であり、一人当たりの耕地面積が狭く高い人口密度で

域）である。この図では、横軸に工業化した後の年数、

の生活を営んできた。そこに工業化がおこり、これま

縦軸に経済発展の度合いを平均年間個人所得に換算し

で農業に従事していた余剰人口が急速に都市に集中し

て示している。ここでは、戦争等の経済阻害要因は考

（出稼ぎ）、一挙に工業化が加速した。このことをモデ

慮していない。また、実際のデータを規格化して検証

ルにしたのが、図２の右のグラフである。所得倍増・

することは行っていないので、大体の目安と言うこと

高度成長の〈錦の御旗〉のもとに、もともと高い人口

で見ていただきたい。

密度が都市部でさらに高くなり、各地域で環境災害が

欧州では、自然環境が厳しく歴史的に農業が支えら

勃発し “ 公害列島 ” と呼ばれる重大な事態に直面した。

れる人口密度が低いため、一部の工業地帯では激烈な

環境汚染が始まって 10 年ほどを経て 60 年代に入

地域汚染にさらされたが、汚染地域が点在する程度で

り、その深刻さに気づいた住民達が立ち上がり反公害

農村地帯までは汚染が広がらなかった。あわせて、世

運動が日本列島を駆け巡り、各地で革新知事・市長が

界の工業製品の消費量がまだ少なく、経済成長も比較

誕生した。国民は一刻も早い対策を望んだが、いかん

的緩やかであったため面的な汚染まではいたらなかっ

せん経済は発展途上段階にあり汚染防止に当てられる

た。このことは、エネルギー消費量の指標である産業

十分な費用を捻出することは困難であった。

革命以来の年間二酸化炭素排出量をみても分かる（図

この汚染対策に投ぜられる個人負担を、図２の右の

３参照）
。しかも、20 世紀に入り、戦争の影響もあり

グラフでは、仮に所得の５％としている。この負担は、

欧州の工業生産の主力が広大な面積を持つ米国に移っ

水道・電気・燃料などの料金や製品の価格に上乗せさ

たため、環境災害は局地的なものにとどまった。この

れて個人から社会を通して汚染対策に使われる。最終

ことは、
図３に示した米国の年間二酸化炭素排出量が、

的には工業製品価格の上昇を伴うわけである。した

1910 年頃に欧州を上回ったことからも推察される。

がって、いくら公害がひどくても、製品価格が高くな
りすぎて売れなくなるほど高額の防止費用を社会は負

歴史はどこまで繰り返すのか

担しない。また、工業製品を輸入する側は公害問題に

ところが、第二次世界大戦後、東アジア、まずは日

直面していないので、そのようなコストを乗せた高い
価格の製品を買いたがらない（国際競争力の低下）。

各地域の年間二酸化炭素排出量（炭素換算，10億トン）

残念ながら、自由経済は経済成長を犠牲にしてまで
日中韓

の環境対策を取ることはできない。そこで、公害問題
勃発当初は、所得が低く公害対策に必要な費用の一部
しか捻出できないことになる。その結果、汚染がます

米国

ます拡大し、対策が後追いになってしまう（経済発展
欧州
ソ連邦

と環境コストのギャップ）。
しかし、60 年代の日本では、この未曾有の事態に
対し、産学官あげて解決への努力が講じられた。全国
の大学に公害問題の学科が設立され、若く優秀な人材
が地方自治体に設けられた “ 公害研究所 ” に送られた。

図3

世界各地域の年間二酸化炭素排出量

英国で始まった産業革命による工業化は、19 世紀後半より欧州の二
酸化炭素排出量を増やし続けたが、20 世紀に入り第一次世界大戦の
影響もあって重工業生産の主力が米国に移ったため、米国の排出量
が急速に伸び始めた。第二次世界大戦後の欧米の増加は、主に自動
車や電気製品などの普及によるものであろう。1970 年代以降は世
界の工業生産が東アジアに移り、現在は中国が「世界の工場」となっ
ていることが、急速に日中韓の二酸化炭素排出量を増やし続けてい
る原因である。データは米国二酸化炭素情報分析センター（CDIAC）
によった。

この公害研究所が中心となり、汚染測定データをもと
に次々と対策を企業に求めていった。
また、幸運にも、日本には “ 地の利・時の運 ” があっ
た。大気汚染防止対策として燃料を石炭から当時比較
的価格が安かった石油へと転換させた。あわせて、煙
突を高くすることで地域汚染を軽減し、汚染物質を広
大な太平洋上へと希釈拡散させた。水質汚染に関して

日本と中国の環境交流に向けて
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は、もともと豊かな水に恵まれた国土にあり、河川の

本が経験した公害問題に比べ、そのスケールが桁違い

長さも短く、上流にある工場を沿岸部に移し農業・飲

に大きい。1 千万平方キロメートル（日本の 25 倍以上）

料用水を確保するとともに汚染物質を直接海に流し

におよぶ広大な地域で、15 億人の人間が、様々な気

た。この結果、各地の内湾では、水俣病に代表される

候・風土のもとで暮らしているのである。煙突を高く

深刻な汚染や沿岸漁業に壊滅的な打撃をもたらし、未

するだけでは汚染をまき散らすだけだし、一度上流で

だに海底に汚染されたヘドロが眠っているが、これも

汚染されれば延々と下流に影響を及ぼす大河が “ いの

広大な太平洋の浄化能力のおかげで表面上事なきを得

ちの水の源 ” である。もちろん石炭を石油に転換する

ている。まさに、日本独特の知恵と工夫で乗り切った

ことなど不可能であるし、それよりもエネルギー資源

わけである。

の枯渇が危惧される。さらに、この規模になれば、地

ある程度経済が発展し所得が伸びて国民が貧困から

域汚染は、もはや地球規模汚染とも言うべき “ 時空間

解放されると、個人負担が公害対策に必要な費用に見

スケール ” であり、前章で述べたように、より低い汚

合うようになり、地域汚染としての公害問題は解決に

染濃度でも広域に長期間にわたり被害を及ぼす危険性

向かう。

をはらんでいる。となれば、環境問題が全体の経済発

日本ではオイルショックの後、石油価格の高騰の影
響で、燃料を再び石炭へと転換させたが、もうその頃
には所得が上がっており、十分な公害防止設備を整え

展自身をも阻害し始めるかもしれない。
どうやら正攻法で汚染物質を減らすしか方法はない
ようである。

ることで生じる “ 高い商品（電気料金や水道代）” の

しかし、図２の右に示したモデルのように、経済発

負担に耐えられるようになっていた。そして、70 年

展途上段階で工業化により貧困からの脱出を試みてい

代終わり頃から、“ 汚染 ” や “ 公害 ” と言う言葉が姿

る時点では所得が少なく、経済発展後の日本のような

を消し、
〈環境〉と言う言葉に取って代わることとなっ

高い価格での汚染防止対策を同じように行うことはで

た。実に、公害問題勃発から解決まで四半世紀あまり

きない。その結果、“ 経済発展と環境コストのギャッ

の時を要したわけである。しかし、やがて国内で生産

プ ” を埋めることはできず、汚染はますます拡大し環

する製品の価格が高くなり過ぎ、国際競争力の低下を

境災害が広がる。なんとしても、この “ ギャップ ” を

招いて工場の海外移転が始まった。このことは、発展

埋めるための “ 叡智 ” が必要である。

途上国での工業化（経済発展）を促進すると同時に、
環境問題を引き起こすことになった。

先の気候変動問題の会合で、所得の高い先進国が発
展途上国に援助をすることで問題の解決を図ろうとい

韓国では、おおよそ日本より約四半世紀遅れて工業

う提案がなされたが、単純な援助での解決は難しいよ

化が始まり、中国では約半世紀ほどの「時差」で現在

うに思う。それは、低所得者の人口が高所得者の人口

急速な工業化のまっただ中にある。今や中国は、十九

より一桁多いからである。たとえば、東アジアで考え

世紀後半の英国、20 世紀前半の米国、20 世紀後半の

た場合、図２の右のグラフで、汚染防止に必要なコス

日本、に続いて「世界の工場」の道を歩んでいる（図

トは、一人当たり年間 2 千ドルであり、15 億人で年

３参照）
。しかも、
この間に世界の人口は約 10 億（1800

間 3 兆ドル必要となる。それを単純に高所得者の人

年）から約 100 億（2050 年）に増大する。単純に考

口一億人で分配すれば、一人あたり年間 3 万ドルと

えても、現代の「世界の工場」は、十九世紀の約十

なり、いくら “ 気前のいいお金持ち ” といえども、自

倍の人口が求める旺盛な需要を抱えているのである。

らの所得の半分以上を汚染防止のための援助につぎ込

21 世紀に入って、かつてない規模での環境汚染が中

み続けるわけがない。

国を襲い、さらには一国のみならず東アジア全域に激

経済発展途上での環境汚染を防ぐためには、やはり

甚な環境災害を引き起こし、近い将来〈公害大陸〉と

汚染防止にかかるコストを下げるしか方法はないので

化すのではないだろうか。

はないか。
もし、革新的な発電技術が発明され、製造から維

いかにして東アジアは 21 世紀の環境問題に立
ち向かうべきか

持管理コストまでを含めて一キロワット時の価格が

21 世紀の東アジアにおける環境問題は、かつて日

れれば、瞬く間に現在の発電所に取って代わること
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五円程度に抑えられるクリーンエネルギーが開発さ

は明白である（現在の電力コストは、中国で 0.5 元／

まず各地域における環境汚染の状態を科学的に把握す

kWh）
。そんな夢のようなことと思われるかもしれな

ることが不可欠である。合わせて、その地域の自然・

いが、科学技術というものはそのようなもので、とん

風土を調査し、原因となる汚染物質を出しているいろ

でもないような目標がなければ空を飛ぶことも月へ行

いろな発生源が、どのような “ 時空間スケール ” で影

くこともできない。マンハッタン計画で原爆も生まれ

響を与えているかを類推し、各発生源に適した技術を

なかったであろう。それが本来の意味での「イノベー

選択することが重要である。さらに、自然環境を観測

ション（革新）
」である。

するだけではなく、合わせて、経済構造や健康状態な

当然，そのような革新技術は一朝一夕で生まれるも

どの社会の変化をも調査する必要があるだろう。

のではなく、基礎科学から応用技術にいたるまで、将

“ 環境をはかる ” とは、“ 自然と社会の双方をはかっ

来の環境問題を見据えた幅広い研究開発への投資が必

て比べる ” ことであり、自然や社会の時々刻々の変化

要であるが、とりあえず（と言っては失礼かもしれな

（時間変動）・地域における違い（空間分布）
・各種の

いが）
、今までの技術に改良を加え、より安価で大量

測定調査項目間の関係（相関関係）を “ はかる ” こと

に供給できる、東アジアの現状のニーズに合った、さ

なくして，環境問題に対して客観的な情報を得ること

まざまな公害防止技術の開発に取り組むべきである。

は出来ない。

それこそが、“ 経済発展と環境コストのギャップ ” を
克服する残された道ではないだろうか。
いずれにしても、公害先進国がただ単に現有技術を
移転するだけでは、その高いコストのため普及させる

それらのモニタリングデータを元に、その地域にお
ける大気や水質（河川・湖沼）を、どの程度に清浄化
するかという目標を設定し、住民への説明を経て対策
を進めていくべきである。

ことはできない。ビジネスでは当たり前のことである

この目標設定にあたっては、現在各国で、いろいろ

が、環境対策を進めるためにも、各々の汚染の現状に

な環境基準が定められている。しかし、この環境基準

合った新たなる防止技術を共同開発し、普及させ維持

は、20 世紀後半の欧米や日本での環境災害（いわゆ

管理していく社会システムの構築が必要となる。

る公害問題）の経験から、各種の汚染物質濃度と汚染
災害（健康影響、農作物・水産等への影響、生態系破

環境をはかる

壊、景観悪化、など）の因果関係を類推し、それを基

そのような現状に即したシステム構築のためには、

に設定されたものであるため、これらの基準について
も、各国、各地域で大きく異なり、その地域の特徴を
反映したものになっている。
したがって、一概に当てはめることは出来ないし、
また、沿海部と内陸部でも、汚染の特性が大きく異な
ることも予想されるため、各地域においての科学的な
知見（地域の地理的条件、気象条件、発生源の種類と
発生量、環境観測結果、など）をもとに、環境基準な
どを参考にして、地域独自に定めるべき性質のもので
ある。
また、これらの目標設定は政策的に、社会的合意（コ
ンセンサス）を得られやすく、それに基づく環境対策
の成果が、感覚的にも科学的にもはっきりとわかるほ

図４

環境をはかる

環境をはかることは、その汚染の原因となる産業や経済の調査、被
害状況の調査（社会をはかる）と自然環境の変化（自然をはかる）を ”
はかって比べる ” ことである。図の背景にあるのは、1990 年に始まっ
た「国際地圏・生物圏プログラム」のパンフレットに使われた図で、
1800 年から 1990 年までの人口の増加（右軸）と大気中の二酸化
炭素濃度（CO2）、メタン濃度（CH4）、フロン濃度（CFC）、の時
系列変化（左軸）を示したものである。

うが望ましい。
例えば、大気汚染に関しては、“ 青空を取り戻す ”
というような感覚的な目標設定がなされれば、科学的
には、人為的な汚染物質の除去により対流圏での視程
を回復させると言うことになる。これを達成させるた
めには、黄砂などの自然由来の粉じんが飛来してい
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ない晴天時における視程を対流圏の厚み（約 10 km）

ある。つまり、何らかの “ アルカリ性 ” のものを常に

以上にすることとなる。

添加し続けなければならない。それをケチったりする

水質の目標設定にあたっても、同様のことが言える。

と、とたんに汚染物質の除去能力が下がる。

例えば、下水が流入する河川や湖沼の水質を、飲み水

社会における環境防止コストを出来るだけ低く抑え

に利用できるようにするのか、農業に利用可能にする

ながら環境清浄化の目標を達成させるためには、この

のか、工業用水として利用可能にするのか、によって

維持管理コストを計画段階から検討し、設備だけでな

科学的な水質成分の許容濃度は大きく異なる。また、

く維持管理や監視までを含めた総合的な環境投資を行

長距離を流れる河川では、下流地域への影響も合わせ

い、合わせて、その低減化を図ることも重要である。

て考えなければならない。一般に上流地域では、より

さらに、企業などで意欲を持って汚染防止に取り組

厳しい基準を設定する必要がある。
さらに、森林に対する大気汚染の影響や水生生物に
対する水質汚染の影響など生態系への影響を考えた場
合には、さらに多くの監視規制項目が必要となり、よ
り厳しい基準の設定が求められる。
合わせて、その発生原因の定量的な推定、固定発生

むためには、この維持管理と監視の部分を独立した組
織にし、コスト意識を持ちつつも汚染防止に専念でき
る体制を構築することも肝要である。
日本には長年の経験といろいろな基盤技術があり、
今こそ、環境保全の中心的な役割を担うべきである。
産学官が一体となって他国との協力体制を整え東アジ

源マップの作成、自動車などの移動発生源の推定、な

アでの共同開発を押し進めていく、そのことこそが、

どの原因となる発生源のデータを収集し、それらと現

今や待ったなしとなった東アジアの環境問題に立ち向

状の汚染状況とを比べて、各発生源に対し科学的根拠

かい、互いに利益を得ることにつながるのではないか。

に基づいて公平かつ合理的な規制を行っていく、いわ

国民・産業界・政府の英断を期待したい。

ゆる因果関係を明確にした規制を行っていくことが、
企業や住民の理解を得るためにも不可欠である。
その上で、最適な対策を一つずつ積み上げていくこ

（本稿は、社団法人全国日本学士会「アカデミア 120 号」に寄稿し
たものに加筆・修正したものです）

とが重要であり、そのための優秀な人材育成がかなめ
となる。

美しい環境を持続させるために
また、
いくら良い汚染防止設備を設置したとしても、
適切な運転と維持管理がなされなければ、何の役にも
立たない。普通の製造設備であれば、運転することで
利益が上がるため、適切な維持管理がなされるが、環
境設備は、運転することで、利益どころかコストがか
かるだけである。
汚染防止は、24 時間、365 日、未来永劫、続けて
行かなければ、
美しい環境を維持することができない。
したがって、常にその運転状況を監視する独立した体
制および測定システムが必要となる。
環境汚染は化学の目から見れば、社会における産業
活動により、自然界にある資源を “ 酸化 ” することで、
大気や水や土壌が “ 酸性化 ” していくプロセスである。
自然の浄化過程では、植物の光合成により “ 酸化 ”
されたものを再び “ 還元 ” し、その過程で “ 酸性化 ”
した環境を “ 中和 ” し復元させるわけであるが、汚染
防止のためには、この中和過程を人工的に行う必要が
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寄稿：

日中の環境・省エネ協力は平和構築のカギ
東京・中日新聞論説副主幹

日本と中国の関係で、なぜ環境・省エネをめぐる協
力が、カギになるのか。

清水 美和

渡期には、国民感情は容易に衝突する。さいわい、日
中は首相の靖国神社参拝問題で 5 年にわたって首脳

それは何より両国が「一衣帯水」の隣国で、環境問

往来が途絶える険悪な時期を経て、関係は正常化し波

題からみれば、
まさに運命共同体であるからだ。また、

立っていないが、ささいなトラブルで、いがみ合いが

中国より早く近代化、工業化に成功した日本は、公害

再燃するリスクを絶えず抱えている。

問題を中国に先駆けて経験し、公害対策や環境・省エ
ネ技術の多くを中国に伝えることができる。

国民感情が衝突するリスクが、もっとも高いのは海
洋権益をめぐる対立だろう。中国はたくましい経済成

さらに、地球規模の環境問題では、世界最大の温暖

長を遂げているが、それは単位当たりのエネルギー消

化ガス排出国になった中国の排出削減に協力すること

費が日本の数倍を要する、言わば粗放的な発展でエネ

とは先進国共通の課題だ。日本の排出削減目標を達成

ルギーの過半を輸入に頼っている。資源獲得のビジネ

するのも、日本単独では困難で、中国との排出権取引

ス、外交は中東、アフリカ、南米など世界に及び、そ

等を通じた協力が不可欠である。もちろん環境・省エ

れが時に関係国と摩擦を起こし、大国の警戒を招いて

ネ協力は多くのビジネスチャンスを日中両国に提供す

いる。

るし、中国の持続的発展と日本経済の立ち直りにも大
きく寄与するだろう。
しかし、これらにもまして環境・省エネ協力が日中

東アジアでは中国が資源開発など主権的権利を持て
る排他的経済水域（EEZ）の主張が日本、韓国あるい
は東南アジア諸国とぶつかり、摩擦が強まっている。

両国にとって、欠かせないのは両国が 21 世紀、いや

胡錦濤政権は 2002 年の発足以来、
「隣国を友とし」
「大

22、23 世紀までも戦うことなく、平和を保つために、

国との関係を重視する」協調的な外交路線を打ち出し、

それがカギとなるからだ。

後にそれを「平和的発展」「和諧（調和）世界」を目

隣り合う大国が政治的、経済的、また社会的に反目

指す路線として完成させた。ところが、環境・省エネ

することなく睦み合うのは歴史をひもとくまでもなく

対策が立ち遅れた粗放的な発展は、絶えず資源獲得の

大変に難しい。ましてや、日本は中国に対する畏れや

衝動を強め、それが時に「平和的発展」の路線を脅か

引け目が、日清戦争（1894 年）に勝ってから見下す

している。

態度に変わってから 100 年以上の歳月を経た。

四方を海に囲まれた日本にとっても、海洋資源の確

しかし、中国の急速な経済発展に伴う国力の充実に

保は死活問題で、中国と対立する EEZ を唱え、係争

よって、両国の総合国力が逆転しようとしている。そ

海域の主権的権利の主張を強め、日中の対立が深刻化

れに対する日本国民の心理的な動揺は、時に中国に対

している。日本の尖閣諸島（中国名・釣魚島）に中国

する反発として表面化する。また、中国でも世界各国

が領有権を主張し、東シナ海のガス田開発をめぐる対

に先駆けて金融危機を克服し、自尊心はかつてなく高

立が強まり、日本の沖ノ鳥島を中国が EEZ を設定で

まり、それが過剰なナショナリズムとして噴出するこ

きない岩礁と言い出したのは、その表れである。東シ

とがある。

ナ海を日本海上保安庁、中国海監総隊の巡視船が常時

パワーバランスの変化に国民心理が追いつかない過

警戒し、また中国海軍の艦隊 10 隻が 4 月に東シナ海
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から沖ノ鳥島まで航行するなど、両国の海上警察力、
軍事力の活動が活発化している。
日中両国は 2008 年 6 月に東シナ海ガス田の日中共
同開発を目指し「平和の海」とすることで合意した。
しかし、国内で反発が起き、とくに中国では日清戦争
で敗れ、
台湾を日本に割譲（1895 年）して以来の「売
国外交」といった厳しい批判も出た。
中国が開発した「春暁（日本名・白樺）
」ガス田に
日本が出資する協議も進まず、胡錦濤国家主席も開発

清水 美和

の推進には「国内の意見を聞く必要がある」と繰り返
すようになった。これらは中国の党、政府内部で東シ

1953 年 10 月 2 日生まれ

ナ海の共同開発に対する抵抗が激しいことを示してい

1977 年 3 月

京都大学経済学部卒業（経済学士）

1977 年 4 月

中日新聞社入社

る。ガス田共同開発には、中国が領有権を唱える日本
の尖閣諸島（中国名・釣魚島）周辺の共同開発を、日
本がのむのが条件という根強い意見もある。
両国国内の反対論を沈静化させ、紛争につながりか
ねない海洋権益をめぐる対立を緩和させるには、何よ

名古屋市出身

三重総局、東京本社社会部、同特別報道部を経て
1987 年 9 月～ 1988 年 9 月
1991 年 1 月～ 1994 年 3 月

北京特派員

1995 年 8 月～ 1996 年 6 月

米コロンビア大学
東アジア研究センター
客員研究員

1997 年 2 月～ 8 月

香港特派員

り対立の根源である資源問題の解決に日中が協力する
ことが説得力を持つ。日本が中国国内の環境・省エネ
問題の解決に協力し資源獲得の衝動を減ずることがで
きれば、東シナ海ガス田の共同開発に向けた国民的な
合意の形成にも役立つだろう。
資源争奪は容易に国民感情を刺激し歴史的にも国際
紛争の原因になってきた。長く戦争を繰り返してきた
ドイツとフランスが欧州石炭・鉄鋼共同体の結成から
不戦と欧州共同体創成への歩みを始めたことを想起す
べきだ。日中の紛争を招きかねない海洋資源、権益を
めぐる対立緩和への近道は両国の環境・省エネ協力の
進展であり、これこそが日中不戦を保障する現実的な
基盤になるだろう。

北京語言学院で中国語研修

1989 年 3 月～ 1990 年 12 月 香港特派員

1999 年 1 月～ 2001 年 12 月 中国総局長
2002 年 1 月～ 2006 年 9 月

東京本社編集局編集委員

2006 年 10 月～ 2009 年 9 月 東京本社論説委員
2009 年 10 月～
専

攻

東京本社論説副主幹

中国現代政治、社会

受賞歴
2003 年 『中国農民の反乱』によりアジア太平洋賞特別賞
2007 年
著

著作、報道、評論活動に対し日本記者クラブ賞

書

『中国農民の反乱』講談社、講談社＋α文庫
『中国はなぜ「反日」になったか』文春新書
『驕る日本と闘った男――日露講和条約の舞台裏と朝河貫
一』講談社
『中国が「反日」を捨てる日』講談社＋α新書
『人民中国の終焉』講談社＋α文庫
『「中国問題」の内幕』ちくま新書
『「中国問題」の核心』ちくま新書
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寄稿：

環境分野における日中の戦略的互恵関係
東京財団研究員兼政策プロデューサー

はじめに
1980 年代後半から本格化した日中環境協力である
が、中国の急速な経済発展などを背景に 2008 年に対

染野 憲治

れた。2001 年以降は、更に砂漠化や土壌浸食を防止
する植林、公衆衛生などの分野に拡大するなど環境分
野が約 7 割を占めることとなり、対中円借款の中核
を担った。

中円借款の新規供与を停止するなど、ODA による協

特に注目される協力としては、1997 年 9 月に、橋

力は縮小傾向にある。他方、日本の成長戦略として「環

本龍太郎総理と李鵬総理との間で「21 世紀に向けた

境」
、
「アジア」は外せないキーワードとなり、アジア

日中環境協力」として合意された「日中環境モデル都

のなかでも特に国内総生産（GDP）世界第 3 位の経

市構想」がある。1998 年 4 月に同モデル都市を重慶、

済規模と大気汚染物質及び温室効果ガスの排出量世界

大連、貴陽の三都市に決定し、円借款（2000 年 160

第 1 位という環境問題を抱える中国に対する日本の

億円、2001 年 147 億円）による大気汚染対策等を実

スタンスが問われている。本稿では、
「環境」をキーワー

施、モデル都市の一つである貴陽市では、大気汚染物

ドとした日中の戦略的互恵関係について、これまでの

質である二酸化硫黄（SO2）の排出量が約 16 万トン

日中環境協力の経緯と評価を踏まえつつ、日中環境「協

削減されるのみならず、温室効果ガスである二酸化炭

力」から日中環境「共生」への深化の必要性と可能性

素（CO2）も約 100 万トン削減されるなどの成果を

を考察する。
（以下、肩書きはすべて当時）

得た。

1. 日中環境協力の経緯

このように資金規模的には最大の協力であった円
借款であるが、2001 年以降、供与額は急減し、2000

日中環境協力は、1988 年に竹下総理大臣が李鵬総

年度の 1972 億円から 2002 年度には 1212 億円まで

理に対して、日中平和友好条約 10 周年事業として

減少する。そして、2008 年度には新規供与停止に至っ

「日中友好環境保全センター（環保センター）」の設立
を提案したことを起点として、政府開発援助（ODA）
による協力を中心に進められてきた。（*1）

た。
無償資金協力でも「環境」は重要なテーマであり、
前述の環保センターは日本の無償資金協力 105 億円

例 え ば、 中 国 に 対 す る 円 借 款 の 供 与 総 額 約 3 兆

及び中国側の 6,630 万元を投入して、1990 年より施

3,000 億円（交換公文ベース）に占める環境円借款の

設建設が始まり、1996 年 5 月に開所した。現在も環

割合は約 30%、約 1 兆円であるが、第 2 次円借款の

境保護部（MEP）直属の総合研究・管理執行機関と

前半（1987 年度）までは、環境改善・公害対策は含

して、環境分野の科学技術及び政策戦略の調査研究、

まれていない。第 2 次円借款後半以降に、都市部に

計測及びデータ処理の手法開発、人材の養成、普及啓

おける上下水道やガス供給事業などの都市の民生用

発事業を実施している。

インフラ整備を通じた環境対策が実施され、第 9 次 5

「21 世紀に向けた日中環境協力」では「環境情報ネッ

カ年計画（1996 ～ 2000 年）に呼応する第 4 次円借

トワーク構想」にも合意しており、無償資金協力（2000

款からは従来の経済インフラ事業に加え、環境分野も

年 9.4 億円、2001 年 10.51 億円）により、中国の主

重視され、大気汚染対策や水質・環境改善事業が行わ

要 100 都市の環境情報ネットワーク整備を実施した。

日本と中国の環境交流に向けて
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同協力によるネットワークは、地域の環境モニタリン

以上とすること（日本全体の総排出量に相当）を目標

グ体制の整備や環境アセスメントのための情報セン

とする」とあり、「アジア」に関する目標では「『アジ

ターとしても活用された。

アの所得倍増』を通じた成長機会の拡大」が掲げられ

しかし、この無償資金協力も環境分野では 2006 年

ている。

12 月に「酸性雨及び黄砂モニタリング・ネットワー

中国は、1978 年から 2008 年までの 30 年間の中

ク整備計画」
（7.93 億円）が書簡交換をされたのを最

国 の 国 内 総 生 産（GDP） は 年 平 均 9.8 ％ で 成 長 し、

後に停止状態にある。

2008 年には米国、日本に次ぐ世界第 3 位となった。

主要な ODA として唯一継続しているのが技術協力

中国の有識者は、この後も長期的に 8％程度の成長が

である。例えば環保センターにおいて、2008 年より

続くと見ている。他方、SO2 の排出量では世界第 1 位

「循環型経済推進プロジェクト」を行っている（実

であり、さらに温室効果ガス排出量についても世界の

施期間は 2008 ～ 2013 年）。プロジェクトは、環境

約 20％を占め、米国を抜いて世界第一位の排出国と

保全の視点から循環経済政策を推進するため、物質循

なるなど環境問題大国でもある。

環の各過程（資源投入、生産、販売、消費、廃棄、資
源化、処分等）における環境配慮の強化に係る諸施策

新成長戦略では、具体的な国名は挙げていないが、
「環境」及び「アジア」をキーワードに日本の将来を

のキャパシティビルディングの強化を目的としてい

考えるのであれば、世界で最も急速な経済成長を遂げ、

る。

環境分野へのニーズがある「中国」を避けてとおるこ

この他にも環境汚染による健康問題を扱う「環境

とはできない。

汚染健康損害賠償制度構築推進」に関する技術協力

外交的にも近年、日中関係は「戦略的互恵関係」を

が 2009 年より 3 年間の予定で始まり、2010 年 3 月

キーワードに、新たなバランスを模索し続けている。

には第 1 回の訪日研修が行われた。敏感なテーマで

この「戦略的互恵関係」は冷え込んだ日中関係の回復

もある環境汚染による健康問題だが、研修には MEP、

の契機となった 2006 年 10 月の安倍晋三総理訪中以

環保センター、地方環境局などの担当者のみならず、

降に頻繁に使われるようになり、
「互恵」の具体的テー

政府系シンクタンクの国務院発展研究センターや衛生

マとして、「環境」が必ず持ち出されている。

部関係機関など幅広い機関より参加があった。日本側

2007 年 4 月の温家宝総理の訪日時には、10 年ぶ

も行政、
研究機関、
メディ
ア、NPO な ど 様 々 な 関

1600000

係者が研修プログラムに
協力している。

1400000

2. 日本の成長戦略

GDP（千万 $）
一人っ子政策
4 億人分の人口調整に成功
2011 より見直し？

人口（千人）
C02（万 t）

1200000

2009 年 12 月 30 日に

2020 年の中国社会
・ CO2 排出量 88〜96 億 t
（05 年の排出量より 75〜90％増）
・ 1 人当たり CO2 排出量 6.2t
（現在の日本は 9.68t）
・ GDP 当たり CO2 排出量 0.8kg
（現在の日本は 0.24ás）
・ 1 人当たり GDP 7,700 ドル
（現在のマレーシアより少し下）

1000000

閣議決定された「
『新成
長戦略（基本方針）』に

800000

ついて」では、
「強みを

600000

活かす成長分野」として
「環境・エネルギー」を、
「フロンティアの開拓に
よる成長分野」
として「ア

400000

0

境に関する目標では「日
活かした世界の温室効果
ガス削減量を 13 億トン
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＊「2009〜2020 年の経済成長 8％」
、
「2020 年までに全国の GDP 単位当
たりの CO2 排出を 2005 年比で40〜
45％減少させる」と仮定

能源研究所「中国 2050 年低炭素シナ
リオ及び低炭素成長の道筋」
CO2 排出量（05→20）
BAU シナリオ
97％増
強化低炭素シナリオ 56％増

200000

ジア」を挙げている。環
本の民間ベースの技術を

十一五規画の目標
「2010 年までに
GDP 単位当たりの
エネルギー使用量を
2005 年比で 20％
削減」
06 年 -1.79％
07 年 -4.04％

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

グラフ

中国の発展シナリオ

出 典：Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United
Nations Secretariat, World Population Prospects: The 2008 Revision, OECD Factbook 2009:
Economic, Environmental and Social Statistics 等より筆者作成

May 2010

りの日中環境協力に係る新たな文書として、大気・水、
廃棄物、気候変動など今後の日中協力分野を包括的に

3. 日中環境協力の課題

盛り込んだ「日中環境保護協力の一層の強化に関する

このように、一見すると ODA が縮小するなかでも

共同声明」
（麻生太郎・外務大臣及び李肇星・外交部長）

順調な日中環境協力であるが、中国における存在感、

が発表された。この共同声明では、①水質汚濁、②循

或いはそれが日本の「成長」につながるような十分な

環経済、③大気汚染、④気候変動、⑤化学物質・廃棄物、

成果が得られているかという点では課題もある。

⑥緑化活動、⑦酸性雨防止など東アジア地域における

日本の対中環境協力として、環保センターの建設及

協力、⑧環境教育、⑨日中環境保護合同委・知的財産

び同センターにおいて行われた日本人専門家による技

権、⑩環保センターの 10 項目を挙げ、総論的に日中

術協力、日中環境モデル都市構想などは中国の環境関

環境協力の強化を確認している。同時に「日中間のエ

係者には良く知られている。また、対中二国間援助に

ネルギー分野における協力強化に関する共同声明」
（甘

おいて日本は最大規模の協力国であることも一定の知

利明・経済産業大臣及び馬凱・国家発展改革委員会主

識層には認識されているし、円借款による地方の環境

任）も発表され、①省エネルギー、②石炭、③原子力、

改善・公害対策が、当地の環境を大幅に改善する結果

④新エネルギー・再生可能エネルギー、⑤多国間枠組

も出している。それでも近年、日本の対中環境協力に

における協力、⑥ビジネス環境整備等に関する確認が

対して厳しい評価の声を聞くことが多い。

行われた。

昨秋より、筆者が所属する東京財団では「現代中国

さらに、2007 年 12 月には福田康夫総理大臣が訪

研究プロジェクト」として、環境をキーワードとした

中し、胡錦涛国家主席と会談。
「環境・エネルギー分

日中関係について、中国の清華大学の研究者などの協

野における協力推進に関する共同コミュニケ」、「気候

力を得て研究を開始した。日中環境協力について日本

変動問題を対象とした科学技術協力の一層の強化に関

及び中国の関係者らからヒアリングを重ねているが、

する共同声明」へ署名した。前者の共同コミュニケで

協力が盛んであった 90 年代に一線で活躍していた

は、①気候変動問題、②技術移転、③コベネフィット

人々が退職したこと、欧米諸国が中国に対し積極的な

（汚染物質削減と温室効果ガス削減の同時実現対策）、

アプローチを行うなった結果、2000 年以降、消極的

④黄砂・SO2、⑤林業・トキ・生物多様性、⑥省エネ・

な対応を続ける日本の存在感が相対的に薄れたこと、

環境ビジネス推進モデルプロジェクト、⑦セクター別

日本の協力の意志決定の致命的な遅さなど、様々な要

の省エネ等、⑧水・廃棄物・環境と健康、⑨日中省エ

因が挙げられている。本年 1 月には日本との環境協

ネ・環境保護ビジネスネットワーク、⑩環保センター、

力にも携わったことのある中国の研究者らを招き研究

⑪研修、⑫省エネ・企業環境監督員制度での協力を確

会を開催したが、ここでは、以下のような問題点が指

認している。

摘された。

この共同コミュニケは、2007 年 4 月の環境及びエ

日中環境協力が資金量的に他国より大規模であった

ネルギーに関する 2 つの共同声明に基づき、更に一

にも関わらず、現在の中国における影響は大きいとは

歩の具体化を進めたものと言える。

言い難い理由として、日本の協力が技術面及び政府間

それぞれの項目については、例えば 2008 年 5 月の

協力に偏り、モデル的事業を行っても成果の広がりに

「日本国政府と中華人民共和国政府との気候変動に関

欠けたことがある。協力内容が中国の各地に普及する

する声明」
（福田康夫・総理大臣及び胡錦涛・国家主

ためには、（1）政策面の協力を並行して行うことで

席）による具体的な協力内容の合意、日本国環境省と

中国の法制度化・標準化を目指すこと、（2）商業ベー

MEP による農村地域等における分散型排水処理モデ

スに乗る可能性があるものは、日本の民間企業が積極

ル事業や窒素・りんの水質総量削減などの水質関係協

的参加をすることが必要であったが、日本の協力には

力の実施、
前述の
「循環型経済推進プロジェクト」や「環

それが欠けていた。

境汚染健康損害賠償制度構築推進」に関する技術協力
など、深化を続けている。

特に後者について、他国に比した日本企業の特徴と
して、
（1）短期的な利益回収を重視していること（環
境分野は廃棄物処理の運営による利益回収など中長期
的）、（2）知的財産権の保護に関心が高く、リスクの
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高い市場への参入を躊躇うこと（中国企業も知的財産

現状である。

権保護には悩まされているが、法制度以外にも多様な

酸性雨などの越境汚染問題や気候変動などの地球環

防衛方法はあり、知的財産権の保護制度が完成するの

境問題の解決、さらに中国を初めとするアジア地域の

を待てば、市場参入機会は失われる）なども挙げられ

政治的安定や経済の健全な発展、それによる日本経済

た。

の成長などは、日本にとって明らかな国益である。そ

裏を返せば、対中環境協力では、政府が、技術（特

の国益のために、中国との環境協力により積み重ねて

にハード）及び政策（ソフト）の両面で先陣を切り、

きたレガシーは、さらに中国との環境「共生」へ向け

中国の法制度化・標準化を目指しつつ、採算性が見込

て、多々ある課題に対する検証・改善を行いつつ、新

める分野については民間企業の参入を呼び込み、さら

たな戦略的展開を考える必要があろう（*3）。

に必要に応じ政府・民間企業のみならず NPO や学術

2008 年 5 月に東京財団では「北京五輪後の日中関

機関などの幅広い層で交流をするといったオールジャ

係－８つの提言」を取りまとめた。この提言の一つと

パンの体制が必要であった。しかし、実際の現場では

して、筆者は「中国公害防止事業団（事業団）」の創

政府・援助機関の縦割り、そのような縦割りも影響し

設を提言した。
中国における環境問題の深刻さを考えれば、日本の

た官民連携の不足などが生じている。
この他にも日本の対中環境協力の課題は多々ある

みの協力で中国全土の環境問題が解決すべくもなく、

が、そのような課題を解決する前に、前章で述べたと

また、本来は汚染者負担の原則（PPP）として中国が

おり、さらにハード面での資金メカニズムを無くすな

解決すべき問題であることは大前提として考えねばな

ど、他国に比べ日本が切れるカードを限ってしまって

らない。このため日本は、中国における環境投資の増

いる。

加を扶助する仕組みを考えるべきである。

4. 日中環境「共生」の可能性

その方法の一つとして事業団の創設が考えられる。
日本側は産・学・官の専門家を、中国側は金融・技術・

繰り返しになるが、日本の成長戦略としても、日本

行政等の経験を有する人材を、例えば環保センターに

も裨益する環境問題の解決のためにも「中国」の存在

配置し事業団を創設する。日本側は日本の公害時代を

は看過できない。そして、中国へ参入した時期的にも

経験し、退職された企業の公害防止管理指導者・自治

これまで投資した量的にも他国に比べアドバンテージ

体の環境保全担当者らを技術アドバイザーとして、日

のあった「日中環境協力」は、その深化により日本の

本留学により日本語を習得した中国留学生・中国語を

成長戦略にも、環境問題の解決にもつなげることがで

習得した日本人（学生・未就業者）をサポーターとし

きたはずであった。

て中国の地方中小工場、地方都市へ派遣する。事業団

しかしながら、日本は中国に対する環境協力につい

は 2011 ～ 13 年の 3 年間で将来、事業団で活動して

て、中国は既に急速な経済成長を遂げており、環境問

いく中国人材を育成するとともに、日本から中国各地

題へも自ら対処すべきとの判断がなされ、これまで築

方へ派遣する専門家・サポーターらを資金面・技術面

き上げてきた遺産（レガシー）を葬ろうとしている。
しかし、
中国が自ら環境問題を解決するということは、

★七五計画（86-90） 476.42億元（GDP比約0.66%）

中国の現場を歩き、見てきた筆者には、
「すべき」と

★八五計画（91-95） 1306.57億元（GDP比約0.69%）

いう規範的分析と、
「できる」かという実証的分析を
混同した判断であったように思える。中国が直面して
いるのは、①経済発展のスピードが急速すぎ、それに
伴い国内での地域格差が広がっているが、この発展バ
ランスを（一定程度は許容せざるを得ず）解決できる
見込みが立たない、②従来型の公害問題・自然保護に
留まらず、気候変動問題等の地球規模での環境問題へ
も同時に対応を求められているが、この 2 つの問題
の同時解決は日本も経験したことの無い難題といった
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★九五計画（96-00） 3447.52億元（GDP比約0.88%）
★十五計画（01-05） 8399.3億元（GDP比約1.19%）
うち都市環境インフラ建設：4888億元
（ガス、中央供熱、排水、公園緑化、衛生）
うち建設プロジェクト環保投資：2160億元
うち工業汚染源対策投資：1351億元
（うち国家予算119億元、外資33億元）
★十一五規画
約15400億元 （GDP比約1.5%）
（06-10）（うち国家予算1500億元以上）
★十二五規画
約31000億元
（11-15） うち環境汚染対策施設運営費：約10500億元
表

環境保全投資の推移

出典：中国統計年鑑、報道等より筆者作成

で支援するヘッドクォーターとして活動する。
事業団の活動を支える資金メカニズムとして「日中
環境保全ファンド」を創設し、日中双方の拠出により
基金を造成（例えば、JICA の海外投融資制度の活用、
民間企業の寄付など）
、中小工場の公害防止施設整備
に対する低利融資事業（日系企業の進出を推進するた
め本邦技術活用条件（STEP）とする）、自治体に対す
る共同公害防止施設・環境配慮型工場アパートの建設
譲渡事業、温室効果ガス排出抑制と公害防止を同時に
行うコベネフィット事業等を実施する。
ファンドの規模としては、例えば中国における第
12 次 5 カ年計画期間（2011 ～ 2015）において必要

りここでは紹介できなかった。その詳細は「中国環
境ハンドブック 2009-2010 年版（第Ⅰ部 5 日中環
境協力の歴史と動向）
」
（中国環境問題研究会編 , 蒼蒼
社 ,2009 年）を参照願いたい。
*2 「量の中国、質の日本 戦略的互恵関係への 8 つの提言」
（関山健編 , 東京財団 ,2008 年）
*3 筆者は、このような国益論に加え、日本が中国をは
じめとした途上国へ環境協力を行うことは、そもそ
も日本という国の責務或いはレーゾンデートル（存
在意義）という側面もあると考えている。それにつ
いては、*2 の文書を参照願いたい。

な環境投資額は、約 3 兆人民元（約 45 兆円）と言わ
れており、その 1%相当の約 4,500 億円を日本（例え
ば 1/3 ＝ 1,500 億円）及び中国（例えば 2/3 ＝ 3,000
億円）の出資により造成する。貸付にあたっては、上
限額に加え事業額の一定割合（例えば 1/2）とするこ
ととし、これにより日本資金 1 に対し、中国資金 5
の割合で環境投資が行われることとなる。
中国における環境問題はインフラの圧倒的不足がそ
もそもの問題であり、何かしらの資金メカニズムは不
可欠である。上記のような事業団は、日本における公
害防止を経験した団塊の世代や中国での就職を目指す
若年労働者の雇用対策にも繋がる。さらに中長期的に
は、中国の環境問題の現場を理解した人材が育成され
ることで、相互理解の増進にも貢献する。事業団の活
動においてプロジェクト情報を得たり、日中両国の政
府がプロジェクトをサポートする体制が構築できれ
ば、日系企業にとっては単に製品納入に留まらないメ
リットが享受できる可能性もある。
このような事業団構想は一つの考えであり、他にも
現状の課題の解決など、検討すべき点は色々あろう。
ただ、少なくとも我々は今こそ、感情的な判断に流さ
れず、中国に真正面から向き合い、日本の進むべき道
を考える必要があることは確かではないだろうか。

*1 日中環境協力には、主体（政府・大学・研究機関・企業・
NGO など）、形態（ODA・政策対話・セミナー・共
同研究など）も多様であり、また「環境」が指す範
囲も公害対策から、廃棄物・リサイクル、自然保護、
森林経営・緑化活動、気候変動対策・省エネルギー
まで幅広い。特に ODA と同時に日中環境協力の重

染野 憲治
1966 年生。1991 年慶應義塾大学経済学部卒業後、環境庁
入庁。環境省にて循環型社会に関する業務などを担当。そ
の後、在中国日本大使館一等書記官を経て、環境省地球環
境局地球温暖化対策課国民生活対策室長を務める。2009
年 8 月より東京財団研究員兼政策プロデューサー。

要な形態である協定・政策対話などは紙幅の制限よ
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寄稿：

中国の環境保護投資と環境ビジネスについて
京都大学東アジアセンター

経済学博士

張 冬雪

中国はここ十年間以来、年率 7 ～ 9％の驚異的な経

これらのプロジェクトによって、環境産業市場の需

済成長を実現しており、世界の工場として発展してき

要が大いに刺激されることは確実といえよう。初歩的

た。世界 1 位の膨大な人口を背景とした市場として

な推計では、「第 11 次 5 カ年計画」期に中国の環境

の注目度が近年では、格段に高まってきた。環境分野

産業は 15 ～ 17％の伸び率を維持し、2010 年の環境

における環境整備事業が強化されたことで、環境産業

産業の年間総収入は 8000 億～ 1 兆元前後に達するこ

の市場需要は大いに刺激されている。

とが見込まれている。このように、今後も環境投資の

2001 年 以 来、 中 国 の 環 境 保 護 投 資 は 年 間 15 ～

大幅増が見込まれており、それにより環境産業に急成

20％のスピードで増加して、経済成長率よりも高い

長のチャンスがもたらされることになる。同時に、中

スピードである。中国における環境投資の GDP に

国政府は環境産業を発展させ、社会化・多元化された

占める割合は 1990 年代の 0.5％から徐々に増大し、

環境投融資システムを確立し、汚染整備事業の市場化

2007 年には 1.3％、2008 年には 1.49％にまで拡大

プロセスを加速させる、といったことも提唱している。
環境保護産業協会の 2007 年調査報告によれば、全

している。
「第 11 次 5 カ年計画」期（2006 ～ 2010 年）、中

国の環境産業に携わる企業と事業体は 8,651 社、職

国政府は環境保護方針を引き続きとるため、環境投資

員 188 万 2,000 人、固定資産 450 億 1,100 万元を有し、

規模は引き続き拡大し、環境保護用の投資総額を約 1

年間利益は 40 億 9,100 万元とされる。その中で、環

兆 3750 億元（1 元＝ 14 円）とする。これは同期の

境製品の生産および三大廃棄物（廃水・廃ガス・固体

GDP のおよそ 1.35％を占めている。中に水・大気・

廃棄物）の総合利用（リサイクル・リユース）が中国

固形廃棄物の 3 大分野が資金投入の重要対象分野に

の環境産業の主体となっている。中国発展改革委員会

なる。この 1 兆 3750 億元
の内訳は、①都市環境イン
フラ設備投資は約 6600 億
元、②工業汚染源環境投資

16,000

は約 2100 億元、③新設プ

12,000

ロジェクト環境保護投資は

10,000

約 3500 億元、④生態環境

8,000

保護 投 資 は 約 1150 億 元、

6,000

⑤核安全と放射環境安全投

4,000

資 100 億 元、 ⑥ 環 境 監 督
管理建設 300 億元である。
このうち、最も大きな投資
は都市汚水処理プロジェク
ト投資、836 億元である。
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図 1 中国各環境保護 5 カ年計画における資金投入額の推移（億元）
出所：国家環境保護部「中国環境統計年報」（各年版）による。

の予測では、2010 年までに中国の環境産業の総生産

ものの、依然として 6 割近くが飲用に適さないレベ

額は 8800 億元に達し、同期年間 GDP の 3.4％を占

ルまで汚染されている。2007 年の七大水系全体での

めるとされている。8,800 億元総生産額のうち、資源

水質の数値は、Ⅰ～Ⅲ（*1）類が合計で 49.9％、Ⅳ類・

の総合利用による生産額は 6,600 億元で 75％を占め、

Ⅴ類が計 26.5％、劣Ⅴ類は 23.6％と改善してはいる

環境設備の生産額は 1,200 億元で 13.6％を、環境サー

ものの、それでも約半分が飲用に適さない状態にある。

ビス生産額は 1,000 億元で 11.4％をそれぞれ占める

中国環境部門は水分野への環境対策に、計画的に投

とされる。環境投資の重点分野としては、主に水環境・

資してきた。1996 年から 2000 年を計画期間とする

大気環境・固形廃棄物・生態環境・核安全及び放射線

国家環境保護に関する第九次五ヵ年計画（九・五計

環境保全、環境に関する能力育成が挙げられている。

画）では、都市下水処理場の建設、工業汚水処理など
への対策を実施してきた。また、「中国の世紀を跨ぐ

① 水環境

グリーンプロジェクト計画」が策定され、九・五計

中国の淡水資源の総量は 2 兆 8,000 億 m で、地球
3

画及び 2010 年目標の達成に向けてのプロジェクトが
多数計画されるとともに、具体的に実施されてきた。

の水資源の 7％を占めるが、
一人当たりの水資源がわずか 2,200m と、世界平

1996 年から 2000 年までには、1,591 件のプロジェ

均の 1/4 にとどまっている。中国の水環境の問題は、

クトが実施され、総投資額は 1,888 億元（約 228 億

河川や湖沼の水質汚濁、地下水の汚染、水資源の不足

US $）に達した。このうち 2000 年までに完成した

などであり、いずれもきわめて深刻な状況である。ま

のは 836 件のプロジェクトである。計画期間 2001

た、汚水処理能力も不十分で、深刻な水資源汚染の現

年から 2005 年とする第十次五ヵ年計画（十・五計画）

状が中国の水資源不足を一層深刻なものにしている。

では、引き続き同グリーンプロジェクト計画が推進さ

住宅都市農村建設部の発表によると、中国の約 670

れる計画であり、例えば、三河・三湖の排水対策の汚

の都市のうち 400 以上の都市が水不足で、その原因

水処理場の新・増築、三峡ダム区域の排水対策プロジェ

は奥に深刻な水質汚染によるものだという。また、水

クトなどが重点プロジェクトとして位置付けられてい

需要に関しては、中国は水資源が不足しており、21

る。これにより、十・五計画期間中に、都市インフラ

世紀中頃には、全国の水総使用量は現在より 60％増

建設を強化し、汚水とごみ処理の費用徴収制度を全面

加するものと予測されている。

的に推進するとともに、また 2005 年までに、都市下

3

中国における水問題において水資源の稀少化となら
ぶ最も深刻な課題のひとつであるのが、水質汚染の進

水処理の集中処理率を 45％、重要な都市においては
60％を達成する目標が掲げられている。

行である。国家環境保護部（日本の環境省に相当）が

「第十一次 5 カ年計画」期の汚水処理の目標として、

公表したデータによると、飲料・農業・工業の主要な

① COD を 1,414 万トンから 1,273 万トンに減らす、

取水源である七大水系（長江、黄河、珠江、松花江、

②全国の「市」の汚水処理率を 70％以上にすること

淮河、海河、遼河）の水質は近年、改善傾向にある

が掲げられている。これに基づいて計算すると、全国

*1

国家環境保護部の「中国環

境統計年報」2008 年による。Ⅰ

1,550

類：源流や国家自然保護区域で使

1,500

用される水；Ⅱ類：一級自然保護
区域の生活飲用水の水源など；Ⅲ
類：二級自然保護区域の生活飲用
水の水源など；Ⅳ類：一般の工業
用水区域および人体とは直接的に
接触しない娯楽用の水区域；Ⅴ類：
農業用水区域や景観上で必要な水

1,450
1,400
1,350
1,300
1,250

1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年

域；劣Ⅴ類：飲用、工業、農業の
いずれにおいても利用できない利
水機能を喪失した水。

図 2 1998 〜 2007 年における中国の COD 排出量の推移（万トン）
出所：国家環境保護部「中国環境統計年報」（1999 ～ 2008 年）による。
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質 は、 二 酸 化 硫 黄（SO2）

25000

と 二 酸 化 炭 素（CO2） で

■ A：上水道インフラ建設、上水道施設・設備

あ る。 工 業 か ら 排 出 さ れ

■ B：上水施設・設備運営費用

20000

る SO2 の う ち、 県 と 県 以

■ C：下水道インフラ建設事業
■ D：下水道施設・設備事業（公共系）

上 が 1363 万 ト ン、 郷 鎮

■ E：加水施設・設備運営費用（公共系）

15000

工 業 が 489 万 ト ン で あ

■ F：廃水処理装置（産業）
■ G：廃水処理装置運営費用（産業）

る。中華人民共和国環境保

10000

護 法 と 中 国 環 境 状 況公報
に も と づ き 中 国 経 済信息

5000

冊（CHINA ECONOMIC
I N F O R M AT I O N

0

2000年

図3

2005年

2010年

2015年

2020年

2000 〜 2020 年における中国の水環境潜在市場の推測推移（百万 US $）

NETOWORK）が作成した
データによると、2004 年
の廃気における二酸化硫黄
の排出量は 2254.9 万トン
で、そのうち工業二酸化硫

の都市部の汚水集中処理能力は一日当たり 1 億、年

黄の排出量は 1891.4 万トンで全体の 83.9％を占め

間集中処理量は 302 億に達することになる。この水

ている。生活二酸化硫黄は 3653.5 万トンで 16.1％

処理に伴い新規に増える COD の年間削減量は 340 万

である。煙と塵の排出量は 1095 万トンで工業排部門

トンで、新規に増やす必要のある COD 削減能力全体

の排出量は 886.5 万トンで 81％を占め、生活部門の

の 70％を占める。上記目標を現するためには新たに

排出量は 208.5 万トンで 19％である。過去数年にお

3,320 億元の投資が必要になる。

けるモータリゼーションの進展に伴い、一部の都市地

さて、図 3 は中国における水環境の潜在市場の推
測結果を示す。内訳は、上水道関連としてインフラ建

域では窒素酸化物などの移動発生源からの大気汚染も
深刻化している。

設事業関連及び上水道施設・設備関連、上水道施設・

大気汚染処理は脱硫と除塵への投資を中心に行われ

設備関連の運営費用、下水道関連としては、下水道イ

ている。2006 年の SO2 の排出量は 2,588.8 万トン、

ンフラ建設事業関連、公共系下水道施設・設備事業、

工業粉塵の排出量は 807.5 万トンであった。大気汚

公共系の下水道施設・設備運営関連費用、産業系の排

染の主要指標である SO2 排出量は「第 10 次 5 カ年計

水処理装置の市場、及び産業系の排水処理装置運営費

画」期の最高値を更新している。
「第 11 次 5 カ年計画」

用とした。今後、2020 年にかけて急速に伸びが期待

期における大気汚染整備のための投資計画は主に SO2

されるのは、公共下水道施設・設備事業であり、次い

の排出と排ガスの抑制に集中している。前者は 3,000

で、下水道インフラ建設事業である。現状では、全国

億、後者は 2,000 億の投資が予定され、「第 11 次 5

の 1/3 以上の工業排水、及び約 9 割の生活汚水は未

カ年計画」期における環境投資の重点分野になってい

処理のまま河川や湖に排出され、深刻な汚染をもたら

る。

しているとされており、特に下水処理対策への必要性
が高いことが背景となっている。

大気汚染整備には、長期的にはエネルギー構造の最
適化とエネルギー利用の効率化が必要になるほか、電
力などの高排出業界における脱硫と除塵分野への投資

② 大気環境

を増やす必要がある。SO2 による汚染が深刻化してい

中国のエネルギー消費量は改革開放政策が始まっ

ることを受けて、排煙脱硫が発電所と鉱工業企業にお

た 1978 年の 6 億 2,770 万トンから 1996 年には 13

いて SO2 排出を抑制するための主な解決策となって

億 8948 万 ト ン、2000 年 に は 71 億 5427 万 ト ン と

おり、脱硫設備導入の推進が必然の選択肢となってい

なった。エネルギー消費の約 70％が石炭であるた

る。

め、大気汚染は主として煤煙型である。主要な汚染物
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図 4 は中国の大気汚染防止装置関連の潜在市場規

15 ～ 20％に至る都市もあ

3500
3000
2500

る。中国の都市ごみ処理は
■ H ：集塵装置

1980 年代に開始され、そ

■ I ：排ガス処理装置

の当時の処理率は 2％以下

■ J ：関連機器＋高層煙突
■ K ：重油＋排煙脱硫装置

であったとされ、1990 年
代に急速に改善し、2000

2000

年 に は、660 処 理 場 で 都

1500

市ごみの約 6 割を処理し、

1000

約 35％がオープンダンピ
ングされている（『中国環

500
0

境統計年報』）。現在の処理
2000年

図4

2005年

2010年

2015年

方法は、埋め立て処理、コ

2020年

ンポストおよび焼却処理が
あ る が、 埋 め 立 て が 主 流

中国大気汚染防止潜在市場規模の推計（百万 US $）

である。「全国都市生活ご
み無害化処理施設建設 “ 第

模の推計結果を示す。内訳は、重油・排煙脱硫装置、

11 次 5 カ年計画 ”」に基づき、地域ごとの生活ごみ

集塵装置、排ガス処理装置、関連機器及び高層煙突で

の処理技術は以下の基本類型に分類される。i）東部

ある。推計は、日本の環境装置生産高と日本の一人当

地域では、生活ごみの処理は基本的に衛生埋立処理が

たり GDP の相関を求め、この結果を途上国の一人当

されているが、条件がある都市では、焼却または生物

たり GDP に当てはめた推計を行った。この結果、現

化学処理技術を使って、前処理を行うことが奨励され

状では、集塵装置の割合が高く、脱硫関係は非常に少

ている。ii）中部地域と東北地域では、現段階では衛

ないが、2020 年時点では、排煙脱硫装置の割合が圧

生埋立処理が主流だが、他の処理プロセスも適切発展

倒的に大きくなり、集塵装置を追い抜く。大気の潜在

させる。iii）西北地域では、衛生埋立処理を主に行う。

市場規模全体で見ると、2000 年に比べて、2020 年

iv）西南地域では、現段階では衛生埋立処理が主流だ

には 3 倍以上に拡大すると推計された。

が、経済の発展に合わせて徐々に焼却または生物化学

③ 廃棄物

処理技術の使用率を高めていく。「第 11 次 5 カ年計
画」期の新規増加予定分の生活ごみ無害化処理能力は

中国では、近年、工業化と都市化が進み、国民の生

32 万トン / 日で、毎年平均 6 万 4,000 トン / 日ずつ

活水準が向上するとともに、固体廃棄物による汚染問

増えることになる。その際の総投資額は 862 億 9,000

題が顕在化してきている。

万元、毎年の平均投資額は約 173 億元になる。

「第 11 次 5 カ年計画」では、期末に工業固体廃棄

以上のように、工業化と都市化の進展が、固体廃棄

物の総合利用率を 60％以上、全国都市生活ごみの無
害化処理率を 60％にすることを目標としている。そ

工業固体

工業固体

工業固体

のうち都市生活ごみ無害化処理率を “ 市 ” レベルで

廃棄物

廃棄物

廃棄物

廃棄物

発生量

排出量

総合利用量

総合利用率

（万トン）

70％、“ 県 ” レベルで 30％にすることになっている。
2005 年のデータによると、中国の工業固体廃棄物の
利用率はすでに 56％以上に達し、計画目標と大きな
差はないが、都市ごみの無害化処理率はわずか 27％
で、固体廃棄物の処理においては都市ごみの処理が重
要な要素になっている。
2002 年に都市ごみ運搬量は 1.52 億トン / 年、年
率約 7％の割合で増加している。大都市においては

年度

工業固体

（万トン）

（万トン）

（％）

2000 年

81,608

3,186.2

37,451

45.9

2001 年

88,840

2,893.8

47,290

52.1

2002 年

94,509

2,635.2

50,061

52.0

2003 年

100,428

1,940.9

56,040

54.8

2004 年

120,030

1,762.0

67,796

55.7

2005 年

134,449

1,654.7

76,993

56.1

表 1 2000 〜 2005 年 に 中 国 に お け る 工 業 固 体 廃 棄 物 の 発 生
および処理状況 出所：国家環境保護部「中国環境統計年報」による。
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物処理業界に巨大な発展の
可能性をもたらしている。
とくに工業固体廃棄物の総
合利用のための新技術およ
び新プロセス市場の将来性
は高い。
現在の中国の経済水準か
らでは、焼却炉の導入及び
運用は、費用負担が困難な
技術であり、簡易の埋立処
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35000
30000
25000
20000

■ L ：一般廃棄物収集処理費用
■ M：一般廃棄物新設焼却施設整備費用
■ N ：一般廃棄物新設最終処分場整備費用

15000
10000
5000
0

理が重要な選択肢となって
いるが、上海などの一部の

2000年

図5

2005年

2010年

2015年

2020年

2000 〜 2010 中国における廃棄物潜在市場規模の推計（百万 US $）

大都市などを中心に所得水
準の向上や、地下水汚染対策へのニーズから焼却施設
の導入が徐々に進みつつある。また北京市では世界銀
行の融資を活用して固体廃棄物管理計画を策定した。
同計画の実行により、固体廃棄物の約 75％が管理型
埋立地で処分、約 7％が焼却、残りがコンポスト化な
どの方法で処理されることとなる。
図 5 は中国の廃棄物関連市場の潜在市場規模の推
計結果を示す。内訳は、一般廃棄物収集処理費用、一
般廃棄物新設焼却施設整備費用、一般廃棄物新設最終
処分場整備費用とした。
一般廃棄物収集処理費用は、一般廃棄物の収集とそ
の処理に関わる潜在市場であり、中国は人口規模が大
きいこと、廃棄物排出量が毎年急激に増加しているこ
とを背景とし、2020 年にかけて急激に市場が拡大す
るものと思われる。一方、現在の処理の中心が埋立中
心であり、今後も処理の中心は埋立処分と想定される
が、一部の都市部では焼却などの中間処理のニーズが
高まるものと見込まれる。
以上のように、中国の環境ビジネス市場の市場規模
は急速に拡大される見込みである。すでに欧米系企業
は水ビジネス、廃棄物処理などに積極的に参入してい
る。今後環境産業の持続かつ健全な発展を実現するに
は、製品の品質・技術の向上、研究開発の強化を図り、
過剰競争を防ぐことなどが大事である。

張 冬雪
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寄稿：

中国の環境市場と、日本への期待
三河市城城環保有限公司 董事長

1. 共同の地球、共同の歴史的責任

劉 世達

胡錦濤国家主席は、中国共産党第十七回全国人民代
表大会の報告において、下記の事を強調した。「資源

中国環境保護活動の実状に基づいて、科学的発展観

の節約と環境保護という基本的な国策を堅持すること

を貫き徹底させれば、人間と自然の間に「隔てられ、

は、人民大衆の切実な利益と中華民族の生存・発展に

渡れない」ことはない。自然は既に「渡り橋」を用意

関わるものであり、環境保護を国家の重要議事日程の

しており、それは即ち人間の思惟と意識にある。つま

中に入れなければならない」、「生産が発展をとげ、生

り、
人間は自然の本質を総体として認識すべきであり、

活が豊かになり、生態環境が良好であるという文明的

人類は、大自然から生まれたものとして、自然との調

な発展の道を堅持し、資源節約型、環境に優しい社会

和をはかり、一体化すべきである。しかし、人類は文

の構築をはかる」、「エネルギー資源の節約と生態環境

明の開始以降、自身の変異する過程をも歩んでしまっ

の保護の為の法律や政策を充実させ、持続可能な発展

た。社会性は、次第に人間と自然を隔てていった。人

に繋がる体制やメカニズムの構築を急ぐ。省エネ・汚

類社会は、益々自然界との対立を深めていき、そして、

染物質排出削減活動における責任制を確実に実行す

人間の自然性は益々退化し、その結果、生態環境の悪

る。」更に、報告書の「環境保護産業の発展と省エネ・

化を招き、生存の危機すらも誘発している。私達は、

環境保護への投入を増加し、健全な資源の有償使用制

自然という実際の存在を徹底的に分析してきたが、現

度と生態環境補償制度の建設、等」の中で、具体的な

実には既に自然を破壊しつづけてきたのである。

要求と対策を提案した。又、環境問題を国家の対外関

しかし、人間から離脱した「環境」は無く、かつ環

係の新政策とし、「環境保護の面では相互に助け合い、

境に依存しない「人間」も無い。現在、環境問題は、

協力して推進し、ともに人類生存の依り所とする地球

地球全体の重大問題として、すでに人類全体の生存問

という故郷を大切に守り抜くべきである」、と強調し

題に関わっている。環境危機は、人類存在の危機であ

た。

り、人の危機である。環境と環境保護は、既に世界各

私達は、このような観点に立ち、日本が公害を乗り

国が直面する重大且つ緊迫な課題である。この百年間、

越えてきた長年の経験とその理念を参考にし、高度な

西洋科学体系は、自然からの懲罰に直面し経済も窮地

技術、効率的な生産工程、先進的な管理体制を採用し、

に追い込まれ、また人間と環境の激しい対立を招いて

更に全面的に協力しながら、世界的にも模範となる先

きた。

進的な環境保全企業の建設を目指している。点から面

現在、世界環境問題は益々深刻になってきている。
そして、人類の生存危機を招いた根本的な原因は、社
会の発展によるものではなく、自身の能力を誤って使
用したことが原因である。そこで人類は、根本から、
全体を考え、現代社会と現代自然科学との調和と統一
を図り、人類と自然が本来は同じ根源にあることを認
識しなければならない。

へ、共に中国の環境市場を開拓し、人類の環境保全事
業に貢献したい。

2. 歴史の教訓を総括し、深く反省し、
共に人類社会の美しい未来を築く
（1）人類の環境と公害
公害と環境保全の問題は、現代の重大な課題であ
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る。人間は特定の歴史の中にあり、環境も特定の歴史

（2）中国環境保護活動における課題

上の環境である。人類は、生活条件を改善したと同時

資源、環境、人口は、経済・社会活動の協調的な発

に、極めて深刻な結果をも残している。それは、予想

展過程では、「主」「客」の矛盾が存在している。それ

ができず、予防もできなかった結果である。そうし

ぞれの経済の急速な発展が環境に与える矛盾、人口の

て、人類は、地球の生物圏への取り返しのつかない破

増加と環境や資源との矛盾、有限である資源と資源の

壊を行ってしまったのである。工業化は、自然を征服

需要増加に対する矛盾、地域による発展速度の格差と

することを原則とし、そして人口の増加につれて、人

公平な環境との矛盾、環境の質を改善するための長期

間の欲望は限りなく膨張し、周辺の環境を徹底的に破

性と緊急性との矛盾、域内の経済協力と環境保全の責

壊した。その破壊は、今日までの自然災害を遥かに超

任分担との矛盾、環境保全製品と非環境保全製品との

え、酷く醜いものである。例えば、工業先進国に発生

非公平的な競争の矛盾、環境の公共性と利益追求との

した十大公害・汚染事件がある。① 1930 年、ベルギー

矛盾、環境保全のためのインフラ建設の不足と環境保

のマース川スモッグ事件では、一週間以内に 60 人が

全任務の重圧との矛盾、一般市民の環境意識の不足や

死亡し、家畜も大量に死亡した。これは、20 世紀の

現代社会の環境モラルとの矛盾、などがある。この内、

最初に記録された公害事件だった。② 1948 年、ドノ

特に大きな矛盾は、資源、環境、人口に対する経済と

ラスモッグ事件では、6000 人が災害を受け、17 人

社会の調和と発展の均衡が破れつつあることである。

が 死 亡 し た。 ③ 1943 年、1955 年、1970 年、 ロ サ

更に、環境保護活動の実践と理論との関係において、

ンゼルスでは三度にわたり化学スモッグ公害があり、

理論を重視し、実践を軽視する傾向は確かに存在して

400 人以上が死亡した。④ 1952 年、ロンドンにおけ

いる。また、環境保護と生態系の保護を貫く過程にお

る 12 回のスモッグ公害が発生し、12000 人が死亡し

いて、その実践は簡単化・狭義化する傾向がある。

た。⑤ 1953 － 1956 年、日本の水俣病発生公害では、

経済成長と環境保護の関係を均衡させる場合、依然

2248 人が中毒になり、その内 1004 人が死亡した。

として成長を重視し、環境保護を軽視する傾向は存在

⑥ 1955 － 1972 年、日本の富山県における「イタイ

している。資源と環境のコストを計算せず、経済発展

イタイ病」発生によるカドミウム中毒事件。⑦ 1968

を盲目的に追求し、その結果、環境保護対策は経済の

年、日本「米糠油（ぬか油）
」事件では、13000 以上

発展に比べ大きく遅れている。

人がポリ塩化ビフェニールを含む「ぬか油」を食し被

環境保護の実施においても、今日に至るも各団体が

害を受けた。⑧ 1984 年、印度ボパール（BHOPAL）

身勝手に振舞う傾向が存在している。環境保護は、系

事件：米国ユニオン・カーバイド（union carbide）

統的な一つのプログラムであり、政府側は、大衆の力

会社は、ボパールにある農薬工場において管理不備に

と多くの企業の参加を促し、環境保護管理の責任の主

より 45 トンのポリメチレンが爆発し外部に漏れ、約

体になれるよう、健全且つ有効な環境保護の監視体制

2 万人が死亡、20 数万人が被害を受け、5 万人が失

を確立しなければならない。

明した。⑨ 1986 年、旧ソ連のチェルノブイリ原子力

しかし、環境保護活動においては、行政手段を重視

発電所の放射線漏れ事故では、31 人が死亡し、237

しすぎ、総合対策を軽視する傾向がある。それは、以

人が重篤な放射線傷害を受けた。⑩ 1986 年、ライン

下の問題を指摘できよう。環境保護政策の不完全性、

川において猛毒な汚染のため、魚 60 万尾が死亡し、

環境保護の市場化機能の不健全性、観測（モニタリン

河川流域 500 キロ以内の井戸水は飲用できなくなり、

グ）、環境保全（メンテナンス）、情報、宣伝の手段が

この河川は 20 年間にわたり “ 死の川 ” となった。私

遅れていることであり、環境基準体制が不完全、環境

達はこれらの事例を鑑み、戒めとしなければならない。

保護を総合的に評価する技術が足りない、などである。

経済の発展は、確かに物質や財産という面で巨大な進
歩と恩恵を人類に与えたが、一方では「物質文明の進
歩は、人間性の後退に繋がっている」ということを認
識しなければならない。

（3）中国の環境保護における優位的要因
科学的発展観の正しい理論的指導思想は、社会主義
の初級階段の基本的国情に立脚し、特徴を分析し、発
展の実践経験をまとめることにより、世界の発展の趨
勢を正確に把握し、国外の発展の経験を参考し、新し
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い発展の需要に応じなければならない、ということで

「中国の単位 GDP 当たりのエネルギー消費量はイン

ある。科学的発展観は、豊富な環境保護理論を含んで

ドの 1.8 倍、日本の約 5 倍であった。2009 年の時点で、

いる。生産が発展をとげ、生活が豊かになり、生態環

中国の単位 GDP 当たりのエネルギー消費量はアメリ

境が良好であるという文明的な発展の道を堅持し、生

カより 300％高く、日本より 700％高い。そしてイン

態環境文明を建設することで、中国の環境保護活動に

ドよりも 40％高くなっていた。（以上はドル計算）」

正しい理論的指導を提供した。
社会主義制度の保障の下、各種の資源を有効に配分

中国は 960 万 km2 の国土で、様々な自然保護区域
を設立している。243 箇所の国家自然保護区、31 箇

し、市場経済の基礎的な資源配分機能を十分に発揮さ

所の世界自然文化遺産、187 箇所の国家重点名所、

せ、力を集中させ重要な事を解決し、全力で環境保護

565 箇所の国家森林公園、138 箇所の国家地質公園

活動を展開する。市民の幅広い参加を促進し、政令の

等を設けている。そして、設立した自然区域等の開発

実行を円滑にさせ、一致して環境保護問題を解決する。

を禁止する政策を実行し、保護政策に適合しない開発

現在、中国社会においては、環境保護に対する意識

活動を厳格に禁止している。各地域の実際状況に応じ

は大いに高まっている。環境悪化の影響と一般市民の

て、主体機能区を細かく区分し、法規定などを具体的

健康との因果関係は密接である。現在では、政府・企

に作り上げている。そして、環境保護モデル都市を建

業・知識人層・一般市民も含めて、環境保護に対する

設することによって、資源と環境を厳格に保護する。

重要性、必要性、緊迫性が認識されている。環境保護

省エネ活動及び二酸化炭素排出削減に力を入れ、後世

意識は益々高まっているといえよう。

の人々に青空と澄んだ水を残していく。

中国の環境保護は、経済の改革開放政策を経て、と

しかし、中国の環境問題は長い年月を経て積み重ね

りわけ 21 世紀より一定の成果が得られるだろう。技

たものである。本格的な現代化発展のプロセスが短

術革新の影響を受け、石炭に変わるクリーンエネル

く、人々も環境問題をあまり意識してこなかった。中

ギーを使用すること、具体的には風力エネルギーや太

国は経済の発展方式も生活・消費スタイルも粗放的で

陽光エネルギー、原子力エネルギー等を利用している。

あった。そして、環境保護制度も不完全であり、膨大

一方、循環経済の視点から、廃棄物を再利用し、産業

な人口は、資源と環境への負荷を重くした。人は生産

の鎖を延ばし、清潔な製品の生産、汚染物の排出減少

の主体でありながら、消費の主体でもある。2008 年

等の対策がとられている。

以来、中国の人口は既に 13 億 2800 万人に達してい

更に環境保護問題は、国際社会の注目を集める課題

る。人々の環境へのモラルは以前より大いに良くなっ

でもある。しかし、人類は知恵を有しており、環境問

たが、全体的には不十分なレベルにある。また、中国

題の重要性を認識すれば、解決方法は必ず見出すこと

の人口分布は非均衡的である一方、一人当たりの資源

ができる。20 世紀半ば以降、人類と自然との関係は、

が少ないため、自然資源への莫大なニーズは直接的に

社会の発展の基軸になっており、共に地球の生態環境

資源・環境へ大きな重圧をかけてきた。人間そのもの

を守るというテーマについて、各国は重視し、次第に

が巨大な消費体であり、生活や消費による環境汚染は

共通認識を持つようになった。科学の進歩と環境意識

日々益々広まりをみせ、生態系や一般生物への負荷も

の高まりにより、今日の国際社会は相互協力の時代を

必然的により厳しくなってきている。一般大衆は環境

迎え、中国の生態環境文明建設にとっても重要な戦略

保護意識が薄く、更に、中国は世界の工場として各国

的機会が与えられている。更に、中国の環境保護市場

の汚染の受け皿となり、環境汚染と生態系への破壊は

は、各国の新技術や新発明に対して、巨大な普及の空

更に激化したのである。今や環境問題は既に全世界に

間と発展の機会を与えており、今後の経済の発展を支

蔓延しており、人類は存亡の危機に直面している。発

えていくであろう。

展途上国にせよ先進国にせよ、共に協力し、この共通

3. 中国の環境市場は、
日本の協力を期待している
中国経済の発展方式は比較すれば粗放的である。
1992 年にアジア開発銀行が発表した報告によると、

問題である環境問題に真摯に取り込む必要がある。世
界中の人々が力を合わせて環境保護活動に参加し、私
達の生存の拠り所である地球を共に守っていこうでは
ないか。
中国は人口が多く、経済発展のレベルも低く、しか
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も気候が複雑で、生態系と環境は脆弱である。つまり

民の生活水準は大幅に上昇し、生活は改善されてきた。

気候変動の影響を受けやすいのである。経済を発展さ

高度成長下では多大な収益を得ると同時に、経済制度

せ貧困を無くすことに努力する一方、二酸化炭素の排

の大きな転換にも直面した。投資主体の多元化による

出量を削減する義務にも直面しているのであり、よっ

市場経済システムを実現したのであり、即ち中国の特

て先進国の技術の導入と協力は不可欠である。そうし

色ある社会主義である。

た意味からも私達は日本の支持と協力を期待し、そし
て共に美しい未来を作り上げたいと考えている。

急速な発展を保ちながら収益力のある目標を達成す
ると同時に、基本的な経済制度の転換を図ることは決

全世界における環境保護に対する新しい秩序の構築

して簡単なことではない。改革開放以来 30 年間、中

は、地球規模の環境問題を解決し、調和のとれた世界

国は社会の安定を維持し、安定的でゆとりのある投資

の建設に貢献できると思う。人間の自由と全面的な生

環境を作り上げてきたのである。市場経済の発展は、

活の向上を実現させる為には、私達は技術協力をし、

中国 2000 年の中華文明に由来するものである。現代

共に困難を突破することを目指す必要がある。また、

化という刺激を受け、100 年の時を経て、現代文明へ

科学技術の自由な交流が可能な時代を迎えるために

の希求と努力によって、中国はようやく現代世界で自

も、人類の創造性を十分に発揮させ、科学技術と資源

分にふさわしい道にたどり着いたである。そして、改

の整合をはかり、技術障壁をなくし、技術の共有を実

革開放の成果そのものが社会的基盤となり、自主的に

現して、クリーンエネルギーの開発に力を入れ、耐久

進化する社会制度と文明を形成していくのである。

性のある合成材料の開発や再生可能なエネルギーの大

「人間本位、調和の取れた社会」を軸に生産力の発

規模利用をいち早く実現したい。水から水素と酸素を

展を目指すことは、国民の生活レベルの上昇につなが

作り出す技術を開発して、クリーンエネルギーとして

る究極の目標である。それは、現行制度そのものを基

の水素を日常生活に使えるようになれば、それは人類

準とすることではなく、市場経済は時代を経てより平

の福音である。
それによって、永遠に枯渇しないクリー

和的に発展し、実際に各主体の多元化を打ち出してい

ンエネルギーが誕生する。日本が、それをいち早く実

くのである。それは、市場で新たな体制を形成させ、

用化に向けて実現することを願っている。このように

市場の選択に適応したものである。その結果、全世界

私達の合作は、子々孫々の繁栄に繋がっていくと確信

の高度な新技術は、迅速にこの潜在的な巨大市場に流

する。

れ込んでくるであろう。更に、中国の環境保護市場は、

中国行政区である直轄市、省、自治区は 36 あり、

広大な海のように、世界中の友人たちの「緑色」資本

その中で大中小都市の数は 661，地級市の数は 333（地

と高度な新技術を受け入れていくであろう。そして、

級区を含む）
，
県級市、県の数は 2862（県級区を含む），

共に「グリーン」（グリーン経済）を「ゴールド」（利

その内の県級市数は 374、県の数は 1636 である。ま

益）に変えようではないか。

た、全国の重点城鎮数は 2887 である。
よって、中国の環境保護市場は、世界で最大であり、

現在、政府と国民はより良い大気と水資源を望んで
いる。緑色意識も世界中での慣例になっている。そし

中国の製造業も世界一である。中国の環境保護市場は

て、資本を最も熱い市場に投資することは賢いことで

膨大であり、多くの国家や政府、企業、及び個人が、

あり、資本の繁栄に繋がることである。中国政府は今、

中国環境市場の無限のビジネスチャンスに魅了されて

環境保護産業に対し、様々な優遇策と奨励制度をとっ

いる。中には、既に経営活動をうまく進め、優れた社

ており、投資にとっては正に最高なタイミングである。

会的経済的効果を出した例も少なくない。また「世界

多くの人々に、この「グリーン」資本の前景が、如何

経済の危機は、基本的に新興市場の危機である」こと

に広大であるかを認識して貰いたい。これは大変意義

について、各国は既に共通認識を持っている。市場を

のあることである。

占有するチャンスを掴むことこそが、経済回復と経済
発展への唯一の道である。
中国は改革開放以来 30 年間、奇跡的な経済発展を

日本は長年に渡って、環境保護を非常に重視してき
た国である。また、科学技術の研究開発において著し
い成果を上げている。特に、飲料水や工業用廃水処理、

遂げた。平均伸び率は 9.7％であり、迅速な勢いを保っ

また生活一般廃棄物処理や工業用廃棄物処理における

てきたのである。著しい経済の発展によって、中国国

技術は世界のトッブレベルにある。そして、中国の莫
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大な環境保護市場は、日本や先進国の環境保護技術の
発展や応用に無限の空間と機会を提供できるものであ
る。近年においては、日本政府も中国環境保護分野で
の協力を、非常に重視している。日本のような高度な
新技術を保有している先進国にとって、中国の環境市
場は、技術の開発・研究・推進をより一層進めていく
拠点ともなろう。中国の環境市場は巨大であり、世界
経済の回復と経済危機からの脱出の為にも、最大の投
資機会を与えるであろう。
最後に、私達は、高いレベルから協力をスタートし、

劉 世達

迅速に実行へ移すことを期待している。政府は、責任

1947 年、中国河北省に生まれる。1968 年から今まで 40

の強化制度を打ち出し、環境宣伝や、環境保護意識教

余年間にわたって、工業経済の建設に取り組んできた。廊

育も進め、私達に使命感を与える一方、事業に対する
期待も高くしている。私達は、日本が高度な環境保護
技術をもって、中国の環境市場へ参入し、投資するこ
とを期待し、巨大な社会効果と経済効果を生み出すこ
とを望んでいる。共に地球を緑で覆わせ、新しい文明
を作り上げたいと願っている。

坊市経貿委、工業局、経貿局で、経済開発、技術革新、企
業管理などを主管し、主任、局長などを歴任した。
現在、北京谷葉軽型飛機科技有限公司副董事長、三河市城
城環保有限公司董事長を務める。

三河市城城環保有限公司の概要
当社は三河市李旗荘鎮に位置し、102 番国道から 100 m
しか離れていない。北京天安門、首都空港とは 30 km、天
津港とは 125 km、唐山港とは 121 km 離れている。102
番国道、京瀋高速、京秦・大秦電気化鉄道などによって、
交通が非常に便利で、まさに東西南北の要衝である。ここは、
北京と天津二つの直轄市の影響を受けて、広い市場を持ち、
全国抜群で、世界とつながる絶好な本拠地である。
当社は敷地面積 14 万 m2 の生活ゴミ埋め立て場にすでに 2
億元投資しており、2009 年に竣工して運営が開始した。
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寄稿：

中国への環境技術移転における課題
特種東海製紙

取締役生活商品事業本部長

石橋 達彦

なってしまう可能性がある。

1．はじめに
2009 年の中国の名目 GDP（約 4.9 兆ドル）は日本

2．日本の環境技術移転の必要性

（約 5.1 兆ドル）に次ぐ世界第三位であったが、エネ

中国は、隣人でありかつ同じような発展の歴史を持

ルギー消費量は 2008 年の時点で世界第二位、輸出量

つ日本の環境問題やその克服の歴史を参考にすべきで

は 2009 年で世界第一位、輸入量は米国に次ぐ第二位

あり、日本もまた隣人である中国に対して持っている

（WTO 発表）など、日々発表される経済指標などを

経験や環境技術を積極的に移転していくべきである。

見ると名目 GDP で日本を凌駕するのは確実である。

なぜならば、環境と経済発展は同じ時間軸の中におけ

この 10 年間における経済発展は、加工輸出型の生

るテーマであり、切り離して考えるものではないから

産国としての発展に伴うものであったが、近年はその

である。経済の発展のためには環境問題は常に克服す

人口の多さと経済レベルの向上に伴い消費市場として

べき課題であり、環境問題を解決することは経済の発

大いに脚光を浴びている。一方、このような急激な経

展に大きく寄与するからである。

済発展は中国に大気汚染や水質汚染などの環境問題を
同時にもたらす結果となっている。
加工輸出型国として経済発展を遂げてきた日本は、

しかしながら、このような日本の環境問題への失敗
の経験やそれらを克服してきた環境技術が中国におい
て積極的に活用されているという話はあまり聞いたこ

1960 年代の高度成長期に現在の中国が抱える経済発

とがない。もちろん、太湖の水質浄化に日本の企業が

展と環境保全のジレンマと同じことを経験をしてい

取り組んでいるとか、大気汚染防止に日本の環境技術

る。日本においては、経済発展と環境問題はその犠牲

が使われているとか、省エネ技術が ･･･ というような

を一般市民に押し付ける結果にもなった苦い経験を

事例はたくさんあるがなぜ日本の環境技術が、より積

持っており、
日本有数の化学工場の水銀被害による「水

極的にかつスピーディに中国において活用されていな

俣（みなまた）病」、鉱山の精錬にともなう未処理排

いのであろうか。その要因としては次のようなことが

水のカドミウム被害による「イタイイタイ（痛い痛い）

考えられる。

病」、製紙工場のスラッジが海底に堆積し有害なヘド

第一に、中国と一口にいっても、その国土は日本の

ロとなって被害をもたらした「田子の浦港ヘドロ公害」

25 倍にも及んでおり、なおかつそれぞれの地域によっ

など数々の社会問題となった公害事件を引き起こして

て歴史・文化・生活・風習などさまざまな特徴を持っ

いる。

ていることから、これまで環境問題についても「（地

このような日本の事例が示すように、環境問題は時
として経済のみならず政治にも大きな影響力を及ぼし

域的な）点」としての取り組みしか行われてこなかっ
た。

ている。中国は現在の経済発展を維持し、豊かな国民

第二に、経済の発展や生活レベルの向上が先行して

生活を手に入れるためには環境問題に対して経済発展

いたため、環境に関する定点観測データなどの基礎的

のスピード以上に迅速な対応をしなければならない

なデータもいまだ不十分であり、取り組みにあたって

し、それができなければ経済発展の大きな制約条件と

は基礎的なデータ測定から行わなければならず時間が
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くはない。また、消費者としての市民（生活系ごみ）は、

かかっている。
第三に、日本企業にとってみると、契約方法や代金

ごみは生産者の問題として捉えがちで自らの責任であ

の支払い、完成後のメンテナンスなどの商慣習に大き

るとの意識が低いのは中国のみならず日本においても

な隔たりがあるため、それを “ 商売上のリスク ” と感

同様である。しかしながら、これらのごみは水質汚染

じて積極的な事業展開がなされてこなかった。実際

や土壌汚染、さらには大気汚染などを引き起こすため

に、日本の企業に話を聞くと出てくる言葉は、「当初

処理をする行政側は膨大なコストが要求されることに

の契約とは状況が異なってもその上乗せ代金をもらえ

なる。これを解決するためには、排出側である企業や

ない」
「最初の 1 〜 2 台は買ってもらえても、それ以

市民に対してごみの処理にはコスト（お金）がかかる

降はノウハウだけ取られて現地企業の生産になってし

ということをしっかりと認識させる必要がある。一番

まう」
「メンテナンスは “ 無償 ” といわれてその費用

大切なことは、環境意識を向上させ自発的にごみを減

が膨大にかかってしまう」などなどきりなく不満を言

らす取り組みを行うことであり、日本のスーパーなど

う企業が多いのも事実である。

でのマイバッグ（レジ袋を使わずに自分でバッグを持

これ以外にも、要因を挙げれば多くあるが、経済

参する）や、割り箸を使わないことで森林保護につな

的にも発展を遂げた中国においての環境問題はもは

げたいとするマイ箸（自分でお箸を持参する）などの

や “ 待ったなし！ ” の状況であり、一方、環境技術を

取組みがあげられるがこれには時間も教育もかかるた

有する隣人としての日本にとっては “ これまで以上の

め NPO の活動や自発的な環境への取り組みに期待す

ビジネスチャンス ” であることに間違いはないであろ

るしかない。そうなると、やはり企業や市民に対して

う。なぜならば、先にも述べたとおり経済の発展と環

それ相応に環境（処理）コストを負担してもらう制度

境問題は表裏一体のものであり、かつて日本において

が必要になってくる。
次に、処理側である中央政府や地方自治体であるが、

は経済の発展のことを「動脈産業」
、環境に関する経
済を「静脈産業」と表現していたことは記憶にも新し

ごみを処理するためには設備面でのハードを「広域的

い。

な面」でとらえて拡充することと、その運営を行うソ

3．環境技術の移転をスピーディに行うために

フト的な取り組みに力を入れることを期待したい。例
えば、ごみを焼却するためにはハードとしての焼却炉

優先すべき環境技術の移転は何なのか。また日本の

が必要である。しかし、ごみは日々、月々、年々、常

持つ環境技術を活かすためにはどのような取組みが必

に変化をしていくものでありこれは経済発展に伴って

要なのであろうか。ここでは、私なりにその手順や解

の変化であるため与件として受け入れなければならな

決すべき課題について言及をしてみたい。

い。ということは、今日造ったハードとしての焼却炉

環境への取組みを成功させるためにはいくつかの条

が 2 年先にもそのままの仕組みで使えるとは限らな

件がそろわなくてはならない。少し分かりやすくする

い（私の経験ではそのままの仕組みでは使えず常に変

ために絵にしてみると下記のようになる。

わることを求められると言ったほうが正確である）。

企業（事業系ごみ）は製品を造ったり加工したりし

消費が変われば生産するものが変わり、そしてごみも

て生産販売を行うことで利益をあげており、ごみの処

変わっていく。そのことを前提として環境行政も先を

理はコストアップになるためできるだけお金をかけた

眺めて取組んでいくことが求められる。消費は生きも
のであり、ごみもまた生きものである。
そういった意味でも大切なことは、運

＜排出者側＞

＜処理側＞

営管理などのソフトの重要性について

企業 ( 事業系ごみ )
生産･加工工程から

中央政府
法律･許認可行政

るコストをながめてみると、もちろん

市民 ( 生活系ごみ )
消費活動から
ごみを処理することにはでき
るだけお金を払いたくない

利益相反

地方自治体
処理コストを負担
日々変化するごみで、コスト
や制度的な負担が大きい

も認識を持つことである。日本におけ
取組む内容によってまちまちではある
が大雑把にいえば、当初のハード的な
コストを「10」とすれば、その後の
メンテナンス、修理、運営管理に関
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するコストは「最低でも毎年 2 〜 3」かかると思って

みを日中両国でつくりあげることである。これはいわ

おくことが必要である。環境問題は、一旦取組み始め

ば環境についての中国における拠点づくりであり、そ

たら永続的なものであり、毎年の費用をいかに抑えて

の拠点を中心として次のステップが始まっていくこと

いくかということがトータルとしては大切なことであ

になるため早急に双方で合意をする必要がある。

る。

そして、合意が行えたならば同時に将来にわたって

最後に、日本の技術の移転を行うために必要なこと

のコストを削減するためにも、継続的な環境測定の体

は、中国に於ける環境への取り組みのスピードについ

制づくり、メンテナンスや修理、さらには運営管理を

ていくことである。先の全人代の記事に載っていた

中国流に行うことができる運営管理会社が必要とな

が、その中でも「中国政府は 2011 〜 2015 年の次期

る。環境問題を解決するために最も大切なのは将来の

5 カ年計画で環境対策に 40 兆円」
「その投資は補助金

変化を機敏に捉えることができる仕組みである。

や汚染物質の処理施設建設などに振り向ける」として

中国の環境問題に日中が政官民のタッグを組んで技

いる。時間は 5 年間であり、そのスピードはこれま

術移転を行い両国にとって持続的な経済発展と隣人同

での経済発展以上であることは間違いない。しかも、

士の信頼関係がより強くなることを信じて取組みを行

面的な取り組みで行われるとすればその規模は日本に

えることを期待したい。

おける比ではなく、例えば焼却炉一つを取ってみても
1 台や 2 台ということではなく、一気に数十台、数百
台という単位になる可能性がある。そうなってきたと
きの問題点は大きく二つある。一つは品質にむらのな
い設備の生産能力をいかに確保するかということ。二
つ目は、投資資金をいかに確保し、スムーズにかつ安
心して投資を行うことができる仕組みをつくるかであ
る。生産能力については、日本で造っていてはとても
間に合わないので、メンテナンスも含めて徹底的に現
地生産・現地運営管理を合弁会社方式で進めることで
ある。また、資金問題については日中の政府間でその
保証をする仕組みを作って、環境に役立つ技術移転を
しようとする企業に対して支援をすることが必要であ
る。
規模的にみても、一民間企業だけで取組めるスケー
ルではないし、その目的は、中国にとっては経済の発
展を維持しながら国民に対して安心して生活できる環

石橋 達彦

境を提供することであり、日本にとってはその持てる
環境技術の移転を通じて日本経済の発展に寄与するこ
とだからである。

4．まとめ

1955 年 2 月

静岡県藤枝市に生まれる

1980 年 4 月

東海パルプ株式会社入社

2002 年 4 月

産業廃棄物中間処理会社
株式会社レックスを設立
廃プラ 2,000t、建設廃材 10,000t/ 月集荷

2009 年 6 月

東海パルプ株式会社代表取締役社長

2010 年 4 月

特種東海製紙との経営統合
取締役 生活商品事業グループ長

中国における環境問題への取り組みは、日中双方に
とってその必要性があることは共通しており、なおか
つスピーディに行うことが求められている。そのこと
は隣人としての日本にとっては単なる経済的にだけで
はなく、環境問題を経験してきた先輩としての責任で
もある。
まず、対処療法的にはなるがハードを優先しながら
日本の環境技術を安心して移転することができる仕組
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環境大臣認定 環境カウンセラー
経済大臣認定 中小企業診断士

寄稿：

中国市場での事業展開
カワサキプラントシステムズ株式会社 理事 中国事業統括

高山 健次

日本のプラント業界は、1950 年代の戦後復興期か

ト等、幅広い製品を世界各国に供給してきましたが、

ら 1970 年代の高度経済成長期にかけて大きく成長

世界市場で厳しい価格競争に晒されて業績は低迷し、

し、以来、世界市場にも積極的に進出して事業範囲を

早急に打開策を講じなければならない状況にありまし

拡大してきました。その背景には、初期段階では安価

た。このような情勢の 2005 年 4 月、川崎重工業株式

な人件費や欧米技術の導入といった要因があったもの

会社経営陣は、激変する市場の変化を先取りして事業

の、その後の繁栄は、日本の先進技術力と技術の信頼

運営をしていくには、組織をスリム化して迅速な意思

性が評価されていた事が大きな要因だったことは言う

決定をしていくことが不可欠であると判断、我がカワ

までもありません。また、その成長の過程においては、

サキプラントシステムズ株式会社は、この川崎重工業

1970 年代の石油ショック、1985 年のプラザ合意に

株式会社のプラント部門が分社独立する形で設立され

よる円急騰など様々な障壁にぶつかりましたが、日本

ました。

企業は間接コストの削減や海外進出によるコストの現

新会社は、従業員の意識改革、不採算事業からの撤

地化など、徹底したコスト削減によりその障壁を乗り

退、採算受注の徹底などマイナスの撤廃からスタート

越えてきました。

しましたが、それだけでは事業の拡大と業績向上が望

ところが、2000 年代入るとアジア通貨危機を乗り

めません。つまり、厳しい価格競争に晒されている市

越えた新興国企業が、徹底した低価格攻勢で世界市場

場に打って出る特効薬、いわゆる ｢攻めの施策｣ が必

に台頭してきました。それまで世界市場で圧倒的な存

要だったわけです。

在感を示してきた日本企業でしたが、新興国企業の低

これまで当社は、「良い技術は売れる」という技術

価格攻勢には無防備で、無用意に不採算受注を繰り返

立国ニッポン特有の迷信にとらわれておりましたが、

し、さらに、手持ち工事においても資機材の高騰や工

顧客サイドに立って再考すると「良いものを安く手に

期遅延に伴う工事費の増大などが発生するなど、多く

入れたい」という顧客ニーズの基本に立ち返ることが

の日本企業が業績低迷への片道切符を手にすることに

できました。当社もコスト削減策として海外調達など

なりました。

は進めておりましたが、技術的信頼性と低コストを実

当時の日本企業は、この課題に対し、
「合従連衡」、
「選

現する方策として、「メーカーとしてのこだわりの殻」

択と集中」などをキーワードに諸施策を遂行、主にア

からの脱却すること、つまり、その活路を自社工場製

ライアンスと称される競合企業間での部門合併などで

作から海外製作に求めることにしたわけです。

対処してきましたが、これらの施策は国内プレーヤー

具体的には、新会社発足直後の 2005 年 4 月より、

（競合相手）の削減には役に立ったものの、国際競争

中国最大のセメント企業である安徽海螺水泥を傘下に

力の回復という本来の目的を果たすことは出来す、各

持つ安徽海螺集団と合弁事業の交渉をスタートさせま

社の業績回復は世界景気が活況を呈した 2007 年頃ま

した。安徽海螺水泥とは、1995 年に同社の前身であ

で待たなければなりませんでした。

る国営寧国水泥から、当時の川崎重工業株式会社がセ

川崎重工業株式会社も同様で、プラント部門はエネ

メント排熱発電設備の発注（NEDO モデル事業）を

ルギープラント、環境プラント、産業インフラプラン

受けてからのつきあいで、分社直前の 2005 年 3 月に
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も 11 工場分のセメント排熱発電設備の一括発注を受

短縮、お互いの信頼度がますます高まっていくという

けるなど、両社の信頼関係はその後も順調に育まれて

好循環を生み出したわけであります。
当社と安徽海螺集団は、この合弁事業を活用して、

きておりました。
安徽海螺水泥としては、当社の排熱発電設備を導

中国の環境保護・省エネルギー政策にさらに貢献して

入 す る こ と で、 標 準 的 な セ メ ン ト プ ラ ン ト（ 日 産

いきたいと考えております。「セメントキルンを活用

5000t）で年間約 5 億円の電力料金を削減、これを社

した都市ごみガス化処理システム」はその代表的なシ

内に普及させて圧倒的な競争力を構築したいという思

ステムであり、当社が保有する環境プラント、セメン

惑、一方、当社は国内製作品を中心としたコスト構成

トプラント設計技術と、安徽海螺水泥が保有するセメ

で価格競争力が低下している中、将来の事業展開に向

ント工場操業技術という両社の力を結集して共同開発

けてコストを削減したいという思惑があり、ここで両

された世界初のシステムです。

社のトップが会談、セメント排熱発電設備の設計会社

現在、安徽省銅陵市の銅陵海螺水泥においてこのシ

を共同で設立し、機器調達も中国で行ってセメント排

ステムの実証試験が行われており、近々商業運転が開

熱発電設備を中国全土に普及させていこうということ

始される予定です。このプロジェクトが成功すれば、

で合意した事が始まりとなりました。

この画期的なシステムが中国全土に普及していくこと

この合弁会社は 2006 年 12 月に「安徽海螺川崎工

は疑いの余地がなく、さらに将来には東南アジアをは

程有限公司（ACK）
」として設立、設計・調達を中心

じめとする世界各国に普及していくものと確信してお

とするエンジニアリング会社ですが、安徽海螺水泥の

ります。そして、その時点で、中国はこの画期的なシ

工場からの受注を中心に順調に業績を伸ばし、グルー

ステムの輸出基地として世界中の注目を集め、環境先

プ外企業からの引合も殺到、現在の業績も順調に推移

進国としての地位を確立していることでしょう。
最後になりますが、当社は 2010 年 10 月に川崎重

しております。
エンジニアリング会社からスタートした合弁事業で

工業株式会社に再統合されます。今後は、川崎重工グ

したが、中国国内の競合他社との競争に対応するため

ループが保有する陸海空に渡る総合技術を駆使して、

に、合弁交渉開始当初から製造会社の設立も視野にい

新たな事業を創出し、中国合弁事業の更なる発展と中

れておりました。この製造会社はエンジニアリング会

国の経済発展に貢献していきたいと考えております。

社に遅れること約 1 年、2007 年 10 月に「安徽海螺
川崎節能設備製造有限公司（CKM）
」として設立、セ
メント排熱発電用ボイラの製作ばかりでなく、安徽海
螺水泥向けの大型セメント機器なども製作し、設立以
来その業績は順調に推移しています。安徽海螺水泥と
当社はその後、セメント工場の高効率（省エネ）機器
を製作する合弁会社設立にも合意、2009 年 3 月に「安
徽海螺川崎装備製造有限公司（CKE）
」を設立し、こ
ちらは安徽海螺水泥の NSP（プレヒータ）の製作を
中心に順調に業績を伸ばしております。
この一連の合弁事業の形態は、事業化のアイデアと
技術の提供を日本が担当、一方で安価な労働力を中国
側が提供するというごく一般的なスキームです。しか
し、これまで業績が好調に推移している背景には、安
徽海螺水泥の販路を土台として合弁会社の基礎体力を
構築できた点が大きかったと考えます。当社は合弁会
社を通して失いかけていた販売機会を得ることがで
き、一方で安徽海螺水泥は、セメント排熱発電設備の
導入コストの低減により投資回収年限が約 2 年まで
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