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■ 研究会開催報告 ■ 
「中国の環境問題－現状と課題」 
 
日 時：2015 年 4 月 9 日（木）15：00～17：00 
場 所：JST 東京本部別館 １F ホール 

 
 
【講演概要】 
急激な経済成長により世界第 2 位の経済規模となった

中国。反面、PM2.5など様々な環境問題を抱えています。

中国の環境問題について(1)その原因は何なのか、(2)どれ

だけ深刻な汚染なのか、( 3)いつ解決するのかといった疑

問について解説を行います。 

  

 

【講師紹介】 

染野 憲治(そめの けんじ)氏 ：環境省地球環境局中国環境情報分析官 

［略歴］ 

慶應義塾大学経済学部卒業。1991 年環境庁入庁。環境省（庁）のほか、厚生省、資源

エネルギー庁、在中国日本大使館一等書記官を経て、現在は環境省中国環境情報分析

官、桜美林大学非常勤講師。2 011 年 10 月より東京財団研究員を兼ねる。著書は『環

境法研究（第二号）』（共著 信山社、2014 年）、『20 歳からの社会科』（共著 日経プレ

ミアシリーズ、2012 年）、『 中国環境ハンドブック 2009-2010 年版』（共著 蒼蒼社、

2009 年）など。 
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1．講演録 

【開会】 

（JST 倉澤上席フェロー） 

 この 4 月より科学技術振興機構は独立行政法人から国

立研究開発法人へ変更となった。 

これより国立研究開発法人科学技術振興機構 中国総

合研究交流センターの月例研究会を始める。2015 年度初

回となる第 83 回では環境問題をテーマに取り上げ、「中国

の環境問題－現状と課題」として公益財団法人東京財団の

研究員、染野憲治さんにお話いただく。染野さんは中国の

環境問題に造詣が深く、現場も多く歩いておられる。1991

年に環境庁（当時）に入庁され、在中国日本大使館にもお

られた。3月の月例研究会では北京大学の王先生から法制

度のお話があったばかりだが、それに引き続いて現場はど

うなっているか、課題は何かというあたりを含めて染野さ

んにお話いただけたらと思う。それでは染野さん、宜しく

お願いします。 

 

【講演】 

 私は元々環境省の職員だったが、今日は東京財団研究員

の立場で自由に話させていただく。 

 中国の環境問題ということで３つのテーマを用意した。

何が中国の環境問題の原因なのか、それはどれほど深刻な

のか、そしていつ頃になったら解決するのかという３つの

疑問に沿ってお話する。 

 

 はじめに、中国の環境問題は何が原因か。粗放的で制御

されない形での経済成長が入口の問題とすると、出口の問

題は環境政策がなかなか効かないということが挙げられ

る。つまり、この図の中央部分－入口と出口の問題が環境

問題の中心的理由だ。 

 それに加えて、中国の場合は国土が広く人口も多いとい

う特徴がある。図の一番上に挙げたのはそういった大国な

らの課題だ。その問題が何故、根源的に解決しないかとい

うところには独特な政治・社会システムがある。日本には

三権分立があり、四大公害の時も行政が動かなければ訴訟

で問題解決をさせようとするし、報道の自由によりニュー

ス等によって皆が環境問題を知っている。あるいは地方自

治があり、高度経済成長が進み環境問題が課題になると、

その解決を公約に掲げて選挙に勝つという図式が存在し

た。 

一方、中国には民主主義的なツールが無いため大きな改

革はなかなか進まない。それをカバーしようと、法による

統治や一票否決などを導入し、経済だけでなく環境面でも

対策を取らないと昇進させないというようなことを進め

ている。しかし、例えば一票否決といっても環境面でどれ

だけ対策を取ったかということをどのように評価するの

だろう。経済であれば少なくとも数字で計ることができる

が、環境の場合、環境を良くしたか悪くしたかを温室効果

ガスでみるのか、大気汚染でみるのか、あるいは水なのか

土なのか動物の保護でみるのか。それらをどう換算し点数

にするのか。選挙であれば市民の満足感や実感が反映され

る。一票否決制が選挙に替わる人事システムになるかとい

えば、そう簡単にはいかないのではないだろうか。 

 

日本の場合、40 年、50 年という長い時間をかけて、一

歩一歩、環境対策に取り組んできた。今まさに中国では環

境問題が日本の四大公害の頃のような社会の共通認識に

なっている。ここから一気に日本の環境状況に追いつこう

としても、確かに技術や科学的知見は先進国が使ってきた

ものをそのまま利用することは出来るが、解決しなければ

ならない問題が同時多発的に存在している。公害問題と同

時に気候変動の問題もあり、後発ならではの利益と不利益

がある。また、こういった問題の解決には教育や社会倫理、

信用がなければうまくは回らない。例えば循環型社会を作

るとして廃棄物を分別する時に、その分別した廃棄物がき

ちんとリサイクルされなければ循環型社会には成りえな

い。日本の場合は法制度もあり、法制度に伴ったソフトロ

ーもあり、社会には一定程度の信用が出来上がっている。

しかし、例えば金銭的に儲けるために処理を請け負うが、

裏でそれを捨ててしまうといったことがあり、人を信用で

きないとなると環境問題の解決は容易ではないと思う。 

 

以上の点を個別に見ていく。 

中国は大きな面積の国で、多くの国々と陸続き、あるい

は海を通じて隣り合っている。面積では世界第 4位だ。水

にしても日本の 3大河川とは長さなどの桁が違う。日本の

文化は「水に流せる」が、中国の場合はずっと漂い、水の

底に沈んでいく。そういった国土の広さが要因の問題もあ

る。 

 

先ほど粗放的な経済成長と申し上げたが、1991 年以降、

中国は 10％超えの成長をしてきた。それに伴いエネルギ

ー消費量も非常に増え、その消費量の大半を占めるのは石

炭だ。温室効果ガスである CO2 の排出量は世界一、大気汚

染の代表物質である二酸化硫黄の排出量も世界一だ。また、

鉄鋼、セメントといった重工業中心の経済構造もなかなか

転換しない。北京、上海の産業がサービス産業に移ると重

工業系は隣接する河北省に移動する。汚染源が移っても大

気汚染は変わらず北京を襲う。都市化を進展させるべくイ

ンフラ投資が進むことで環境問題はさらに複雑化し、生活
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が向上して市民が豊かになるにつれ自動車台数も増えて

いく。 

 

 レートによる多少の差異はあるが、名目 GDP でみると中

国は米国の半分強、日本の倍近くにまで上がっている。名

目 GDP であれば米国を抜くのも間もなくかと言われる状

況にある。他方、物価の上昇も大きく、その分の膨らみも

ある。 

エネルギー構成比率をみると一番高いのは石炭比率で

今は 66％。なかなか他のエネルギーへ転換できずにいる。

2017 年に石炭比率を 65％、2020 年には 62％にすることを

目標にしており、2030 年頃に CO2 排出量がピークを迎え

るのでエネルギーピークも 2030 年までには迎えるだろう

と中国は考えているようだが、それでも 6割が石炭という

ことを変えるのは容易ではないということが伺える。日本

の場合は石炭から石油への転換が大気汚染対策に効果的

だったが、中国はそれと同じ方法はおそらく取れないだろ

う。それでもエネルギーを少しでも多元化しようと、天然

ガス、原子力、自然エネルギーの全てを増やしていこうと

いう方針だと思う。 

 

先ほども述べたように、地域における汚染源の移転問題

がある。一つの例は河北省だ。世界で作る鉄のおよそ 4

割が中国で作られているのだが、中国で作られている鉄の

4分の１程度、つまり全世界のおよそ 10％が河北省で作ら

れている。これは日本の鉄鋼生産量より多く、今の河北省

の深刻な大気汚染の理由の一つになっている。その他のセ

メントといった重工業も河北省に移っているが、今後、河

北省を綺麗にしようとすれば次は内陸に移っていくだろ

う。汚染源は変遷していく。しかし河北省自身が対策を取

ろうにも、財政的に厳しい。地方と中央の財政は収入面で

は半々くらいだが、支出面では不均衡があり環境対策の費

用は地方で出さなければならない。北京や上海だけを見れ

ば環境対策が進んでいるかのように見えるが、河北省はお

金も人材も不足し、なかなか対策を取れない状況だ。 

 

中国はこれだけ成長しているが、一人当たりの GDP でみ

ると世界の 80 位前後と様相が大分変わり、日本の 3 分の

1にも届かない。こういうところから中国は「自分達はあ

くまでも発展途上国であり特に内陸の貧困地域の経済を

もっと伸ばさないといけない」と主張するのだが、そうな

ると経済成長する中で環境対策を取っていくことになる。

今、中国経済は成長スピードが落ちた「新常態」になって

いるが、それでも成長率は 7％あり、その中で環境対策を

取るとなると相当なお金を回さなければいけない。それが

本当に実現可能かという問題がある。 

 

また、中国と一言で言っても、どの地域を見るかで全く

様相が異なる。天津、北京、上海の 1 人当たり名目 GDP

は相当程度高く、世界の 50 位前後で大体ロシアと同じく

らいだ。平均的には世界 90 位前後、しかし一番下の貴州

省は世界 150 位にまで落ちる。日本を振り返ると激甚な公

害があった昭和 30～40 年代、地域格差はあってもこれほ

どではなかったと思う。生活がそれなりのところまで来て

いれば GDP だけを追い求めず環境を良くしてくれという

話になるが、これだけ格差があると、内陸は環境より経済

だという声が当分続くだろう。 

さらに複雑なのは都市の中にも格差があるということ

だ。都市においてもまだ成長を求める人達がいるわけで、

都市内での収入など生活水準がある程度ならされてこな

いと環境対策はうまく進まないように思う。発展地域とそ

うでない地域の違いは明白で、生産総額が非常に少ない地

域では経済優先が止まらず、「先汚染、后治理（先に汚染

して後から対策）」という考えから抜け出せない。 

写真は前環境大臣の周生賢氏で、彼は雑誌のインタビュ

ーで党中央は経済成長を 7％と決めているのに地方は何

故目標を 10 数％と言うのか、７％でも環境改善は進まな

いのに 10 数％では尚更進まないと話している。昨年、あ

る内陸の省を訪問したが、やはり経済成長目標を 10 数％

としていた。環境対策は重視しているという説明だったが、

どういう風に考えているかというと、先ずは経済成長しな

いと環境対策に投資するお金がないと言う。環境対策とし

て経済成長を緩やかにしてその分汚染を和らげるという

議論は無かったのかと聞くと、それは雇用に問題が生じる

からということだった。 

 

自動車台数の増加については渋滞の映像だけを見ると

乗用車の増加が印象深いが、おそらく問題が深いのはトラ

ックの方だと思う。中国では物流がかなり伸びている。特

に日本の経験からしてもディーゼル対策をどうするかと

いうのが大きいであろう。グラフの赤い線がトラックの伸

び率で、乗用車やガソリン車を規制するよりディーゼル規

制の方が重要だと思う。 

 

環境対策だが、中国の国土面積は日本のおよそ 25 倍、

人口は 10 倍、名目 GDP は 2 倍程度といずれも大きい。そ

れに対して環境保全投資をどれくらいしているかという

と、対 GDP 比で 1.5％程度、日本で公害が酷かった頃が 7

～8％だったから当時の日本の 2 割程度だ。ここには政府

投資だけでなく民間投資も含まれている。中国の環境保護

部と日本の環境省の予算を比べると中国は日本の 1 割程

度、人員も日本 2,800 人に対して 350 人程度とやはり 1

割程度だ。環境省は省の中でも小さい方だが福島原発事故

以降、原子力規制を担当するようになり人数が増えた。ち

なみに中国の環境保護部も原子力規制を担当している。多

少違うところといえば、日本の環境省が担当する気候変動

と野生動物の保護は環境保護部ではなく発展改革委員会

及び国家林業局の担当になるところだ。扱う仕事の内容に

さほど差は無いのだが、人数は日本の 1割くらいしかいな

い。地方にいる環境担当職員はもう少しいるが、それでも

日本の地方の環境担当職員の 6割程度で、中国の面積を考

えるとこれでは難しいと思う。 
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二酸化硫黄（SO2）がどれくらい出ているかというと、

およそ日本の 25 倍で面積比では同じくらいだ。中国自身

も課題は認識しており、中国国家統計局と中国環境保護部

による 2004 年の研究報告を見ると、中国の環境汚染防止

に必要な初期投資額は GDP の 7％、その上で 2％相当のラ

ンニングコストが必要だと計算している。 

 

縦割り行政の弊害もある。「群龍共治」の環境保護だ。

例えば、日本に海洋ゴミが漂着するので対策を取って欲し

いとしても、陸のゴミは環境保護部、海のゴミは国家海洋

局という話になってしまう。陸でも産業廃棄物や医療系廃

棄物なら環境保護部だが一般廃棄物は建設部、その執行と

なると自治体が担当とされ、トータルで問題解決の責任を

持つところがなく誰と話していいか分からない。私は在中

国日本大使館の経済部で環境担当書記官をしていたが、い

ろいろな省の書記官の中でもカウンターパートになる省

が も多かったように思う。公害は環境保護部、自然保護

なら林業局、気候変動は発展改革委員会、廃棄物の輸出入

なら質量監督検験検疫総局といった具合だ。日本も縦割り

はあるが環境問題なら先ずは環境省、その上で個別の問題

によって経産省、厚生省なども関わってくる。 

 

中国の環境問題はどれだけ深刻か。環境問題といっても

公害、気候変動から野生動物、森林保護などいろいろな問

題があるが、ここでは代表的なところで大気と水と土を取

りあげたい。 

大気からみていくと、二酸化硫黄と CO2 いずれの排出量

も世界 大だ。中国では大気汚染について 74 都市を選出

し、毎年の大気状況を報告するようにしているが、全ての

環境基準を達成しているのは 8都市程度だ。それも例えば

島部の海口やチベットのラサといった綺麗で当然といっ

た都市ばかりが基準を達成している。他方、ワーストは石

家庄や保定など河北省の都市が多い。 

水質を見ると、河川では工業用水にも農業用水にも使え

ない“劣 V類”という水が非常に多く、2005 年当時で 27％

もあった。2012 年には 10％に下がるが、母数に取ってい

た 7 大水系が 10 大水系に増えている。追加された新たな

3河川は“劣 V類”が殆ど無い綺麗な河川で、過去と比較

した評価ができなくなっている。7大水系の状況は依然と

してかなり悪いが、追加された 3 つが良いために数字上、

改善されたように見えてしまう。“劣 V 類”というのは日

本にはない水準の水で、これだけ多いというのはかなり深

刻だ。 

河川の水質は河川の断面を切った観測ポイントで調べ

るが、その河川の水が行き着く場所は海、その海の状況は

2005 年と 2012 年で殆ど変わっていない。“劣 V類”は 2005

年の 18％から 19％となっており、流れ着く汚染水は改善

されていないことが分かる。また、地下水も汚染されてい

る。大気問題は何年かかけて解決すれば空気は綺麗になり

昔のように戻すことができるが、水、特に地下水は汚染が

いつまでも残り続けてしまう。そういうことからも水質問

題は非常に深刻だと思う。さらに水質汚染は土壌汚染にも

影響する。中国の国土面積の 65％を調査した段階で、特

に厳しい重度汚染が 1％程度あると計算されている。1％

というと少ないように思うが、中国の国土面積は日本のお

よそ 25 倍だから、ほぼ日本の 1/4 の面積にあたる土壌が

汚染されているということになる。何に汚染されているか

というと重金属系のカドミウムやニッケル、ヒ素、あるい

は有機物汚染で農薬系の DDT などである。 

 

大気に関しては 2013 年に PM2.5 事件が起こった。日本

の四日市などの大気汚染事例は主に二酸化硫黄による汚

染で喘息などの呼吸器系疾患を引き起こしたが、PM2.5 の

粒径は非常に小さく、いろいろな成分があり、呼吸器系だ

けでなく血管を詰まらせて循環器系疾患、例えば心臓発作

を引き起こす可能性がある。また、成分によっては長期的

に発がん性もあるともみられている。 

北京の米国大使館が計測した大気汚染データが中国の

発表データと大分違うとしてインターネットで大騒ぎに

なったことがある。データ隠しではないかと騒がれたが、

中国が発表していたものには PM2.5 が含まれず PM10 など

で空気を評価していた。 

 

実際、2013 年の PM2.5 事件は大気汚染の問題を多くの

人たちに気付かせるきっかけになった。 

毎月、大気汚染のワーストが出されるが、その 7、8 割が

河北省か北京か天津といった京津冀エリアの都市だ。北京、

天津があってそこを囲むような河北省、ここの地形図を見

ると山で囲まれたドームになる。石家荘から保定まで高速

鉄道で 40 分、ずっと農村地帯で工場も無いはずなのに煙

っている。PM は工場など都市部だけの問題ではなく、農

村地帯も何か汚染源があるのではないかと言われている。 

 

PM2.5 がどこから来ているかというと河北省による影

響が一番大きいだろうと中国の研究所は推測しているが、

それぞれの都市でみると北京であればやはり北京由来が

一番大きいし、天津なら天津だと思う。石家荘は、やはり

河北省自身の問題が大きい。汚染は相互に越境、輸送され

ているので一箇所だけ対策してもだめで、全体としてやら

なければいけない。現在、経済面も含めた京津冀エリアの

共同発展計画が作られているが、そこには環境問題からの

ニーズも当然ある。 

 

代表的な大気汚染物質である SO2 の排出量をみると、日

本で約70万トンのところを中国では約2000万トン排出し

ている。2005 年くらいまではエネルギーの伸びと SO2 の

増加が相関関係にあった。第 11 次五カ年計画で SO2 を削

減することが目標になってからはエネルギーが伸びても

SO2 の排出量は減少しており、対策の効果が現れているよ

うに見える。おそらくは相当程度のエネルギー転換の結果

だと思う。 

中国全体の SO2 は増加から微減へ転じてきたところだ
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が、北京だけ見ると確かにこの 10 年で減少している。そ

ういう意味でいえば、北京の大気汚染の状況が段々良くな

ってきているというのはあながち嘘ではない。しかし北京

を囲むエリアの数字は殆ど変わっておらず、それが北京を

襲っている。つまり、北京だけが環境の良さを享受するこ

とはできない。地域のバランスが取れた対策と発展をしな

いと問題は解決しないということだ。 

 

汚染物質の“量”の話をしたが、“濃度”でみると良くな

っている。1990 年代の重慶の大気は非常に酷く、北京、

上海も決して良くは無かった。それが劇的に下がって今で

は随分良くなり、日本の環境基準に入っている。中国は国

土面積が日本の 25 倍もあるため、SO2 濃度を単位面積に

勘算すると日本とそれほど変わらなくなる。排出量を広く

散らせば濃度はある程度下げられるのだが、量そのものは

下がらない。今回の PM2.5 のような問題は、根本的な対策

を取らずに、汚染源を郊外に移したことによる結果だ。 

他の汚染物質に関しては、NO2 はこれから悪化するか、

なかなか改善せずに横ばいというところだろう。PM2.5 よ

り粒径の大きい PM10 に関してもなかなか下がらない。

PM2.5 は 近になって観測を始めたのであまりデータは

ないが、昔から研究対象にはなっていたので一部の論文な

どでは科学的データが出ている。2003 年と 2013 年の数字

を比べるとそれほど差がなく、昔からある程度高かったと

いえる。 

PM2.5 の成分は何かというと、石炭が燃えるので、当然

SOx や NOx のイオンもあるが、意外に多いのが有機系の炭

素だ。これには発がん性がある物質もあり、人間の身体に

いいことはない。排出源については様々な推定があり、は

っきりした定説はないが、いずれの推定も自動車、石炭工

場、ボイラーが主となっている。それらに加えて問道路の

粉塵や建設工事で巻き上がる土埃、 近は農村地域の野焼

きや化学肥料、農薬の影響も疑われている。 

 

先ほどトラックの影響が汚染源として大きいと話した

が、京津冀エリアにおける自動車比率は河北が多く、特に

トラックは 4分の 3、重型トラックでは 9割近くが河北の

ものだ。ディーゼルの燃料品質が悪くトラックも旧型のも

ので、かつそれを自家用で使っている人達の車の代替は企

業と違ってなかなか規制では進められない。トラック対策

は大きな問題だと思う。同様に上海デルタを見ると、自動

車は上海周辺の江蘇と浙江が多く、トラックは浙江が多い。

しかし重型トラックは江蘇省の方が多い。中国の環境研究

機関が出した数字を見ると、中国における自動車排ガスの

PM は重型トラックによるものが 6割くらいとしている。 

 

水については、中国は長らく COD という指標を使って環

境影響を把握していた。しかしグラフから分かるように大

して改善は進まず横ばいの状況だ。重金属をみても鉛や水

銀が日本とは桁が 2 つくらい違うレベルで水に排出され

ている。 

 

公害病や食品の重金属汚染事件など一箇所のトピック

が報道されると、それらが中国の印象を決めてしまいがち

だ。確かに毎年のように、貧しい地域の子供たちが近くに

ある工場の煙を吸って鉛中毒になってしまうというよう

な事件が起こったり、水の汚染によるガン村の報道などが

されているが、それが中国全体の平均だとするのは偏った

見方かもしれない。この手の局地的事件は中国の人々全体

の意識改革には繋がりにくいが、PM2.5 事件は全員の目を

覚ますようなインパクトがあった。環境問題を何とかしな

いという人々の意識のステップが一段上がったと思う。 

 

中国の環境問題はいつになったら解決するのだろう。歴

史を振り返ると、1972 年に開催された国連人間環境サミ

ットには中国も参加し、サミット後に環境対策の組織を作

り、人を充て予算を組んでと徐々に対応を始めた。しかし、

スピードとボリュームが十分とは言えなかった。「大躍進」、

「文化大革命」など経済の粗放的発展きを経て、さらに改

革開放の時期から経済が急激に発展したため、90 年代、

2000 年代になると誰が見ても分かるほどに環境汚染が厳

しくなっていった。 

中国では国務院による環境保護大会を数年おきに開催

し、その時に合わせて対策を推進させている。同大会が

後に開かれたのは 2011 年で李克強氏がまだ副総理の時。

習近平主席の体制になってからはまだ開かれていない。習

政権は生態文明を掲げ、環境を重視するとしているが、具

体的な方向性はまだ分からない。 

 

中国の環境保護法は途上国とは言えないくらい整備さ

れている。地方にも条例があり憲法にも環境権が含まれて

いる。それでは法律は今後、どのように見直されるのだろ

うか。北京大学の王先生が先月この場でお話された通り、

近になって環境保護法が改正された。これは 25 年ぶり

の改正で非常に厳格な法制度ができ、この 1月から施行さ

れている。今後は環境保護法に基づいた個別の法律が強化

されるだろうが、まずは PM2.5 事件を受けて、今、大気汚

染防止法改正を行っている。これが済むと次は水、土へと

対策が移るだろう。 

ガバナンス面から見ると、法による統治ということで司

法の方も変わってきており、環境関係の裁判を行う“環境

資源審判法廷”を裁判所に設置するようになった。解釈変

更によって環境違反を厳罰化するようにもなっている。大

気汚染防止法の改正に関しては今年の１月に全人代がパ

ブリックコメントを行ったところで、おそらく今年中には
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成立するのではないかとみられている。人事をみると環境

大臣だった周生賢氏は年齢もあって引退し、清華大学の学

長でその前は環境学部長でもあった、陳吉寧氏が新しい大

臣に就いた。気候変動の方は国家発展改革委員会の解振華

氏という大臣級の副主任が長く担当していたが、前・国家

食品薬品監管総局局長の張勇氏が新たに担当することに

なった。今年は体制を一新して取り組もうとしている。 

 

大気汚染については法律の前に “大気十条”という計

画を作った。水と土についても同様で、現在“水十条”、

“土十条”を作っているところだ。“水十条”はまもなく

出ると思うが、2017 年には“劣 V 類”を無くすという目

標がある。“土十条”も年内に出るのではないかと思うが、

中国の有識者によると、それに基づく土壌汚染防止法は

2017 年くらいまでかかるかもしれないということだ。 

今の第 12 次五カ年規画には 4 つの総量規制項目－SO2、

NOX、COD、NH3-N－があるが、第 13 次五カ年規画では、さ

らにあと 4つ、大気では工業煙粉塵と VOC、水質では総ア

ンモニアと総リンの追加が検討されており、8項目の総量

規制を始めると聞いている。 

 

ある程度経済が豊かになり、国民が生活の質を上げたい

という要望が上がると環境に対するプレッシャーも上が

る。そういう背景の中、CCTV の女性キャスターだった柴

静さんが自主制作した“Under the Dome”という映像作品

が話題になった。彼女の CCTV 時代の取材をまとめた本の

印税を充てて自主制作した映像作品だ。2時間弱の作品だ

がインターネットで閲覧できるようになっていた。 

作品を作ったきっかけは彼女の子どもが腫瘍を持って

生まれたことにある。手術しなければならないが麻酔で目

が覚めないかもしれないという危険な事態の中、何故そん

なことになってしまったのかというところで環境汚染に

思い当たり、環境に対する意識啓発を深めたいと制作され

たものだ。幸いにしてお子さんの手術は成功したらしい。 

“Under the Dome”は 2 月 28 日に公開され、1 日で 1

億回、2日で 2億回の視聴があった。新しい環境大臣も意

識啓発にたいへん良い作品だと評価した。作品内では特に

石油会社を叩いている。石油やガソリン、ディーゼルの基

準を決めているのは実のところ政府ではなく石油会社だ

と指摘したところ、激怒した CNPC 関係者（品質・標準管

理部副総工程師・万戦翔氏）が 3月 3日、個人の意見とし

てインターネット上でこの作品は間違っていてけしから

んと非難した。万氏は 後の基準を決めているのは政府だ

と主張した。確かに 終的に基準を決めるのは国家である

が、それまでの審査を行う基準委員会のメンバーの大半が

石油会社の人間で構成されているのも事実だ。その他の彼

女に対する批判の中には米国からお金をもらっているの

ではないかなど中傷的な批判も多かった。私が見た限り、

さほどの間違いはなく面白い作品だと思ったが、石油会社

としてはかなり不快だったのだろう。そのせいかどうかは

分からないが、3月 6日、中国当局はこれに関する報道を

一切止めてしまい、中国国内ではインターネットで見るこ

とができなくなってしまった。ただし、中国国外では

Youtube で視聴ができる。 

私が特に興味深いと思ったところとして、石油会社に対

して対策を迫った時、インタビュー相手である石油会社の

人間が、「これは虚業の太りであり、太っているように見

えても本当は太っていない」というくだりがある。これは

中国の経済が地に足が着いていないのではないかと危ぶ

まれるような話である。また、中国で鉄を 1トン作ると出

る利益は 2 元＝40 円しかなく、何故 2 元でやっていける

かというとそれ以上に補助金があるからという件もある。

鉄鋼会社は鉄を作って儲けるのではなく「鉄を作る」人を

集めて回ってくる補助金を分配している。経済は急成長し

て世界第 2位だが、経済のキャッシュフローはどうなって

いるのだろう。 

 

一方、視点を逆に取ると汚染が深刻な故に、環境産業は

これから大きく伸び行く産業だと思われており、今後は公

害防止投資も増えるだろうと言われている。環境研究総合

推進費という環境省の補助金を得て、日本のリサイクル産

業がアジアに進出する際にどのような課題があるかにつ

いて、慶應大学の細田教授を代表に 3年間、研究した。 

中国の環境ビジネスは大気汚染に関しては 1.7 兆元、日

本円で 35 兆円くらい、水の方は 40 兆円の投資が行われる

という情報がある。新しい環境大臣も環境投資は今後増え

るが、政府投資ではなく民間主導で行っていくべきだと言

っている。 

確かに、一定程度、市場は伸びていくだろうが問題はそ

こに日本企業が入れるかどうかだ。また、期待される投資

額の数字は出ているが実際に誰が出すのかなど先行きが

よく分からない。今後、環境規制が厳格に行われ、実際に

やらなければいけないという状況を作れるかどうかは一

つの鍵になるだろう。 

 

また、日本が努力しないといけないのは価格差だ。例え

良いものであっても値段が高くては使えない。ある中国の

企業に言わせると、水処理など同種の製品では価格差で

1.5 倍以内に収めてもらわないと検討の余地がないとい

うことだ。逆に言うと、ある種の技術については既に中国

にもあるため、もっと先端の技術を要求されるともいえる。 

中国には体力のある企業も数多く存在する。非常に資本

が大きく後ろにたくさんの銀行がついていて、何十億、何

百億と融資を自由に受けられるような企業だ。ただし、現

場に行くと大きな工場があり雇用者も何百人もいるよう

な企業で、日本より先端的なラインがあるのに、工場がう

まく回っているように見えないケースもある。それにも関

わらずお金が回っているというのは一体どういうことか

という疑問が生じる。先ほど紹介した“Under the Dome”

が一つのヒントを示唆している。 

物を作っても大した利益は出ないが、そこに何かしら補

助的なものがあり、地域としても雇用対策になるので支持
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しておけば一応はそれなりに回っていく。そのような市場

へ日本企業が参入して利益を取りに行こうとしても難し

い。 

 

確かに、中国の市場は非常に大きい。環境産業の市場は

とても大きいから技術のある日本の企業は是非、参入した

らいいと中国の人は言うが、果たして質はどうだろうか。

いくら市場が大きくてもその質が低い場合、両者を掛け算

すると日本の企業が入っていくほど十分魅力ある市場で

はないかもしれない。それでも頑張っていこうとするので

あればやり方を考えなければいけない。例えば、日本企業

と中国企業が提携し、中国の企業が上場する際のキャピタ

ルゲインを得る。ニッチな市場として中国企業では絶対で

きないような規制部分や、顧客を外資系企業に絞るという

ことも考えられる。あるいは技術を現地レベルに合わせて

スペックダウンする方法もある。いずれ中国市場も質は高

まっていくだろう。高まった後から参入するのでは遅い面

もあるが、今の段階ではまだ厳しい。問題はどのタイミン

グで入っていくかだ。 

 

中国の環境問題は何が原因か別の観点から考えよう。

我々が行った研究では制度的インフラストラクチャーと

してハードロー、ソフトローとガバナンスの 3つに注目し

た。これらが揃わないと環境はビジネスにならなければ改

善もされない。日本市場の大きさはそこそこかもしれない

が、ガバナンスがきちんと効いているところにハードロー

が整備され、それを守ろうとする企業の CSR や国民の環境

教育などといったソフトローの三位一体がある。台湾も同

様で、日本よりも規模は小さいがリサイクルビジネスがち

ゃんと回っている。タイはというと、ハードローの整備は

遅いがソフトローは安定していてゴミを不法投棄してま

で儲けようとする人はあまりいない。民間マーケットでそ

れなりにゴミが回っているが、もう少しハードローが整っ

てガバナンスが効いてくればバランスが取れてくるだろ

う。中国はハードローがある程度、整備されている。問題

はガバナンスとソフトローの 2つだろう。 

 

環境問題がいつ解決するのかというところに戻ると、中

国は対策を一歩ずつ進めているところではあるが、おそら

く一番効いてくるのは社会背景、人口、エネルギーだと思

う。気候変動に関する米中合意の際、中国は CO2 のピーク

アウトは 2030 年頃だと言っており、つまりはエネルギー

ピークが 2030 年までには来ると予測している。また、社

会からの圧力は改善要因になる。PM2.5 事件が起きたこと

で人々の意識は非常に高まった。 

この 2 月に国務院発展研究センターの資源環境政策研

究所が環境汚染の分析に関するレポートを出した。レポー

トの概要を整理すると、大気と水の汚染物質の排出量のピ

ークアウトは次の五ヵ年内に来るだろうとしている。2030

年よりも少し前、2020 年までに大気や水への汚染排出は

ピークアウトするかもしれないということだ。しかしピー

クアウトと環境の改善にはタイムラグが出る。大気と水が

良くなるにはあと 20 年くらいはかかるし、土壌に関して

はそれ以上かかる。実際に環境が改善されるのは 2035 年

から 2040 年頃になるだろうという。 

 

個人的考えとしても、PM2.5

問題は年々、徐々に良くなっ

ていくにしても今のような状

況はもうしばらく続くと思う。 

先ほど、エネルギー使用量

が伸びていても SO2 の全体排

出量は減っていると話したが、

その理由の一つにエネルギー

消費における石炭比率との関

係がある。劇的にとは言えな

いが比率が 70％から 60％少し 

に落ち、それに伴い SO2 も下がっている。2020 年には 62％

という目標値があり、このトレンドでいけば SO2 排出量は

1500 万トンくらいになるだろう。PM2.5 の原因となる一次

物質を徐々に改善しているうちにエネルギーピークもや

って来る。日本のように綺麗になるのは相当先かもしれな

いが、それでも CO2 や PM2.5 といった大気の問題も 2030

年くらいには、相当程度、改善されると思う。 

しかし水の問題はそれほど容易ではない。土壌はさらに

深刻だ。重度汚染の 1％については、いくら中国といえど

も全て綺麗にするとなると想像できないほどのお金がか

かる。そうなれば優先的に綺麗にすべき土壌と諦めざるを

得ないところを分けて対策を取らざるを得ないし、回復に

は相当の時間もかかると思う。 

  

 後に個人的な考えを少し述べたい。 

中国の環境問題に対する報道や書物では、PM2.5 が日本

にも影響しているといった被害者意識やガン村などの極

端な例ばかりが報道され、それが中国の全体像とする傾向

が見受けられる。それにより中国の環境問題について不健

全な危機感が形成され、日本にも原発事故の収束や気候変

動問題などの課題があることに無自覚なまま、ともすれば

攻撃的な発言に終始するというようなことが起きている。 

日本は公害を経験した国だ。水俣病問題に関する村山首

相（当時）談話では「公害を経験した日本は世界で二度と

これを繰り返さないという意図の下、国際的な協力をする」

と述べられている。このような日本の責務や品格が忘れら

れていないだろうか。 

 

中国はこれだけ経済的に発展したのだし、何故、これ以

上日本が協力をやらないといけないかという声が聞かれ

る。しかし、中国の現場にいると EU や米国、韓国といっ

たところが皆、中国へ来て協力を進めていることが分かる。 

日本は世界で も中国に環境協力をしてきた国だ。いま

1990 年代、2000 年代に積み上げた先人らのレガシーがど

んどん失われるとともに、輪をかけて両国民の感情も悪化
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している。中国の留学生は日本ではなく他国へ向かい、日

本の留学生は中国には行かない。 

環境問題は人類の問題だ。真面目にやらなければ中国の

人にとっても日本の人にとっても不幸なことになるし、協

力により科学的な知見を得られればそれは第三国の人に

も役立つ。それを好き嫌いという感情で、窓口を閉ざすと

いうのはいかに愚かなことか。 

具体的には何をすればよいか。客観かつ冷静に日本と中

国の問題を分析し、情報を収集、提供し、知的な人材を育

てることが大事だと思う。また、トラック 2で交流したり、

あるいは個人の人的ネットワークを作ったりすることも

大事だと思う。そういう意味では、今、中国の方がたくさ

ん日本に観光に来られているのは良いことで、例えば、ご

みが落ちていない日本を見て「どうしてだろう」と考えて

もらえれば中国の社会にも良い影響があるのではないか

と期待している。 

制度的インフラストラクチャーの話をしたが、中国に今、

足りない部分は政策あるいは法制度を施行するためのソ

フトローやガバナンスだ。お金があればハードは買ってこ

られるが、買った後にどう使うかが問題だ。日本は、それ

を使う人材やシステムを作り上げるために自らが経験し

た知見を伝えることもできる。 

日中がきちんと協力して環境対策を進めていくことが

一番望ましいことだと思っている。それが人類の一員とし

ての私の結論だ。 

 

【質疑･応答】 

（倉澤上席フェロー） 

ありがとうございました。非常に幅広い、網羅的かつ系

統的なお話をいただいた。残り時間は会場からの質問をい

ただきたいと思うが、いかがだろうか。宜しければ私の方

から先に伺わせていただきたい。 

環境汚染の影響で医療費が嵩むのではないだろうか。政

治家の認識において、財政との関係でみるとどんなところ

だろう。 

 

（染野） 

環境汚染が医療費にどう影響するかはよく分からない

が、一つ言えることとして、これだけ大気汚染が酷いと日

本のような公害健康被害への補償が必要かもしれない。世

界的にも稀な例だが、日本は法制度で医療費を支給すると

いう形を作った。しかし中国にはそういった仕組みがない。

医療費は自己負担のため、大気汚染の酷い地域に住んでい

る人でも医療費が払えなければ病院には行かないのでそ

ういう点でいうと医療財政が膨らむことはないかもしれ

ない。 

実は、中国でも日本のような公害健康被害補償制度を導

入したらどうかという議論は大分前に行ったことがある

のだが、2009 年頃の結論としては、今の中国政府では考

えられないというものだった。それでも 近では段々と疫

学調査の例が出ており、実際に健康影響があると分かれば

次に補償問題をどうするかという議論が出るだろう。 

 

（フロア） 

先の人事で環境保護部長が変わったが、前任の周生賢さ

んは悪評もあったと聞いている。新しい体制で変わってく

ることはあるだろうか。 

 

（染野） 

周氏は寧夏回族自治区から国家林業局長を経て、環境保

護部長になった方。背景としては政治家なので、環境に関

する科学的知識が足りないと思われ、特に大気汚染の状況

が全く改善されないために、ご指摘のような評価があった

のかもしれない。 

私は周氏には何度もお会いしたことがあり、個人的には

愉快な人柄で魅力的な人だと思っている。また、彼として

はちゃんと中国の環境問題の現状を指摘し、350 人しかい

ない環境保護部の体制でやれる限りのことはやっていた。

現在の中国の環境問題について、一概に環境保護部だけを

責めるのは難しい。責任論を論じるのであれば、あえて言

えば、経済当局もその責任を責められるべきではないかと

思う。 

新しく環境保護部長に就いた陳氏は清華大学の学長だ

った方でイギリス留学経験もある。科学的な判断のできる

学者大臣だ。そういう意味でのメリットはあると思うが、

環境保護部の人数と予算が少ない状況は依然として変わ

らない。大臣が変わったというだけで全てが変わるとは言

い難いだろう。今後、環境保護部が中国でどのような状況

に置かれるか、組織をもっと強化するのかどうかによって、

新体制における環境対策の効果に繋がるのではないかと

思う。一人の肩にかかっているのではなく、環境保護部の

中国における組織としての強さがどうなるかということ

だと思う。 

 

（フロア） 

新しい環境規制では NGO 等が環境を汚染する公立企業

を提訴できるようになったと聞いている。その認識は正し

いか。国営企業に対しても訴訟できるのか。強制訴訟は出

来ないとのことだったが本当のところはどうなっている

のか。 

 

（染野） 

（先月ここで講演された）王先生がこの問題にお詳しい

のだが、“公益訴訟”に関していえば、NGO 全てが提訴で

きるのではなく、一定の資格、基準を満たした団体だけだ

と聞いている。当初は政府系 NGO の中国環境保護基金だけ

が可能だったが、今は多少広がった。いくつかの NGO はそ

の資格を取って公益訴訟しようとしているという。環境資

源審判法廷が増えている中で実際に企業が敗訴した例も

出ている。なお、申し訳ないが、国営企業を提訴できるか

どうかなどに関する正確な情報は持ち合わせていない。 
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（フロア） 

北京で仕事をしていた頃、中国の方々から必ずと言って

いいほど「1970 年代頃の日本はかなり酷かったのに、何

故あれほど綺麗になったのか。」と聞かれた。私は「地方

自治体からの突き上げもあったが国の法律も後押しし、あ

る基準を超えたら罰金が課されるなど経済インセンティ

ブが働き、公害投資してもペイするという企業マインドが

培われた。」と答えていたが、彼ら曰く、中国では法律を

作っても地方政府が守らないからそれは絶対にできない、

環境投資は何のためにやるのか、果たして儲かるのかとい

うことだった。それでも省エネ投資と結びついた環境投資

はやりたいと言う。原油が下がり、省エネ投資がペイしな

くなり、経済インセンティブも投資インセンティブも働か

ないとなると中国の環境問題はなかなか前に進まないの

ではないかと懸念している。日中環境協力といっても水を

飲もうとしない人に水を持っていっても飲もうとはしな

い。状況はますます酷くなるのではないだろうか。農民戸

籍の人達はそこがどんなに汚くても出て行くことはでき

ない。悲劇的だ。隣国として何とかしてあげたいとは思う

がどうしたらいいのだろう。質問というより感想になって

しまったが、今日の話を聞いてますます厳しく感じたので

述べさせていただいた。 

 

（染野） 

日中環境協力も、やはり相手が何を望むかということが

あっての協力だ。ただ水を持っていっても難しいだろう。

彼らに望むものがあることが前提になる。何故日本が良く

なったかについては、まずは地方が頑張り、同時に企業も

頑張ったからだと私も考えている。何故、企業が頑張った

かというと、罰則だけではなく、企業も頑張らなければ市

場で淘汰されるし、企業も国の一員として日本を良くして

いくというソフトローがあったからだ。もちろん、近年で

も虚偽申請などの問題は起こっている。とはいえ、全体的

には日本は法律に基づき対策を一歩ずつ進め、技術を開発

しようとする意識がある。ハードロー、ソフトロー、ガバ

ナンスの三位一体がバランスよく発展してきた。環境はダ

イレクトにお金にはならないが、人が生きていく上では重

要なもので、その価値を皆が共有できるかどうかだと思う。 

もう一つ、日本は相応の時間をかけて良くなった。大体

1960 年から 2000 年まで 40 年くらいかかっている。そう

いう意味では中国はスタートを切って間もない。短い時間

のなかでは、やれることをやっているという評価もあるだ

ろう。 

 

（フロア） 

およそ 10 年前、中国のある町でリネンサプライ業を現

地のホテルと合弁してやろうかという話があり現地調査

に行ったことがある。リネンサプライでは大量の洗濯汚水

を流すが、下水設備が完備されていなければ自分達で大き

な浄化槽を作り、そこで浄化してから下水や河川に流すと

いうのが日本の常識で一般的なやり方だ。現地の 5つ星ホ

テルと組もうかと言っていたが、その町には下水インフラ

がまだ完備されておらず、どうするのかと聞いたら汚水は

池に流すのだと言う。役人に袖の下を掴ませれば問題無い

ということだったが、そんなことをしていいのかと思った。

結論としては撤収したが。中国の下水インフラは今、どれ

くらい整備されているのだろう。上海万博に行った時、地

下鉄がとても発達していて驚いた。日本の地下鉄は戦後

60 年かけてあれほど発達したが、中国はわずか 10 年くら

いで東京と同じくらいの地下鉄を作っている。下水もそれ

くらいのスピードでやっているのだろうか。 

 

（染野） 

下水道の整備率は今手元にないが、汚水処理率は確か

60 数％で、それほどの速度では上がっていないように記

憶している。 近、甘粛省のある工場が汚水を土に晒し乾

燥させた所を浄化施設だと主張し、それは果たして浄化な

のか土壌汚染なのかということがニュースで話題になっ

ている。当時もそういう意味で池に流すのは一種の処理だ

と言われたのかもしれない。また、インフラの整備率は都

心部と発展の遅い地方では違いがあるし、インフラ整備で

も今は地下鉄がブームで多くの都市で地下鉄整備をして

いるが、下水インフラについては地下鉄のようなスピード

では無いように見える。 

 

（フロア） 

慶應大学の細田先生のお話があったが、細田先生より日

本の廃棄物を中国でリサイクルするビジネスの話を聞い

たことがあるが、下手をすると汚染を輸出する格好になり

かねない。一方、廃棄物を日本国内で処理すべく、ある地

方自治体が処理施設を作ったところ、マーケットの半分を

中国の業者がもっていってしまい、廃棄物処理の確立とし

ての問題を抱えたというような話を聞いたことがある。日

中の産業協力という観点から、中国が静脈ビジネスとして

日本に期待する、あるいは産業廃棄物をリサイクル目的で

輸入するということについて政策的にはどういう立場に

なっているのだろうか。 

 

（染野） 

研究協力をしてもらった中国のリサイクル業界の方々

が丁度先月の終わりに来日され意見交換したばかりだ。生

の声として中国側が期待しているのは何かというと、日本

の静脈資源、廃プラスチックなどの輸入だという。日本の

ものは質が良いからだ。そういう需要はある。もう一つ、

日本のシステムも挙げられる。日本がどうやって利益率の

高いリサイクルをしているかに関心を持っていて、特に彼

らが気にしているのは小型家電、自動車、レアメタルのリ

サイクルだった。 

中国でも汚染を出さないような立派なリサイクル工場

はあり、クローズされた所が確保できるかという問題はあ

るが、そういう所であればおそらく環境汚染の輸出にはな

らないケースも有り得る。他方、物流コストが変動すると、
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今、動いているものが流れなくなる可能性がある。常に中

国に輸出することが前提のリサイクルシステムを作って

しまったら、いざ動かなくなった時にそのゴミをどうする

かという問題が生じる。アジアにおけるリサイクルの形は

何が望ましいのかを、特に変動する物流コストを踏まえて

考えなければならない。ある種の物に関しては資源として

日本に輸入してリサイクルすることが得になる場合もあ

るだろう。今回の研究報告書については、近い内にインタ

ーネットで公開される予定だ。これを読んでさらに何かご

質問があればご連絡いただきたい。ビジネス上の関心があ

るのであれば、日中の共同研究プラットフォームを作りた

いという要望も中国側から出されているので紹介できる

かもしれない。 

 

【閉会】 

（JST 倉澤上席フェロー） 

長時間ありがとうございました。盛大な拍手を。 

 

               （了） 

2．講演資料 
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