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■ 研究会開催報告 ■ 
「長期化する環境汚染、顕在化する健康リスク－政策・社会対応の動向」 
 
日 時：2016 年 5 月 18 日（水）15：00～17：00 
場 所：JST 東京本部別館 １F ホール 

 
 
【講演概要】 
中国では高濃度 PM2.5 を含むスモッグの頻発、水汚染

に起因するガン等の疾病の多発、土壌の重金属汚染によ

り懸念が高まる食品安全問題など、長期化する環境汚染

に伴い健康リスクが顕在化しており、中国社会全体が対

応を迫られている。本講演では先の第 11 次 5 カ年計画期

を前後して本格的に始動した中国の環境・健康行政に関

する一連の動向を解説するとともに、環境・健康リスク

への中国社会の反応や人々の対応についてこれまで講演

者が行った現地調査を踏まえて報告を行い、今後の政

策・社会対応の行方を展望する。 

 

 

【講師紹介】 

大塚 健司（おおつか けんじ）氏： 
日本貿易振興機構アジア経済研究所（IDE－JETRO） 
新領域研究センター環境・資源研究グループ長 
［略歴］ 

1992 年筑波大学大学院修士課程環境科学研究科修了。同年社団法人システム科学研究

所勤務。1993 年アジア経済研究所入所、1997 年から 99 年アジア経済研究所海外派遣

員として北京大学環境科学センター（持続発展研究センター）にて客員研究員、2009
年より主任研究員、2015 年より現職。著書に『アジアの生態危機と持続可能性―フィ

ールドからのサステイナビリティ論』『中国の水環境保全とガバナンス―太湖流域にお

ける制度構築に向けて』（いずれも編著、アジア経済研究所）、『中国環境ハンドブック

2011-2012 年版』（共編著、蒼蒼社）など。
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1．講演録 

【開会】 

（JST 倉澤上席フェロー） 

これより第 94 回中国総合研究交流センター月例研究会

を開始する。 

 今日は日本貿易振興機構アジア経済研究所で環境問題

を研究している大塚健司様に登壇いただく。これまで本研

究会では、エネルギー問題や環境政策といった様々な視点

から、中国の環境問題を何度も取り上げてきた。今回は、

環境汚染がもたらす健康影響という視点を中心にお話を

伺う。 

 

【講演】 

私は 1993 年にアジア経済研究所に入所してから、ずっ

と中国の環境問題に関わっている。いずれ他の地域や国の

ことをやるだろうと思っていたが、中国は非常に広くて深

く、20 年やってもなかなか分からない。 

 

 

中国の環境問題として、最初に皆さんが思い浮かべるの

は PM2.5 ではないだろうか。サプライチェーンがグローバ

ルに展開している今日、一つの製品がどこでどのように作

られているか、メーカーすら把握しきれていない状況にあ

るようだ。その中で、中国がまだ世界の工場といった地位

にとどまっていることを考えると、どんな小さな工場の汚

染問題も、どこかで私たちの生活や生産活動と関わってい

ると考えながら、中国の環境問題を見ることが必要だと思

う。昨年、天津で倉庫の爆発事故があった。日本のサプラ

イチェーンがかなり影響を受けたらしく、研究所にも問い

合わせがあった。その問い合わせは日本の工業生産活動に

どういった影響があるかというものだったと記憶してい

る。。 

中国の環境問題は決して対岸の火事ではない。健康に影

響を与えつつある環境問題は、実は 1970 年代から始まっ

ていたが、その健康リスクについて、最近になってようや

く国民が声をあげられるようになった。政策課題となり、

研究者も公表された資料を集め、関係者にインタビューす

ることができるようになった。そのようにして、ここ数年、

健康リスクといった観点から中国の環境政策を見直そう

という作業が始まったばかりだ。今日お話する内容はまだ

こなれていないところもあり、研究としてもう少しという

部分も多々あるが、来場されている方々の多くは中国に詳

しいということなので、最近の情報を共有しながら、質疑

の中で私自身も学ばせていただきたいと思う。 

 

 手元の資料は、これからお見せするスライドの一部だ。

著作権等の問題から、お渡しできない資料もあるがご容赦

いただきたい。 

この 5 月 4 日から 14 日まで私は中国にいたため、日本

でどれくらい報道されたかチェックしていないが、WHO（世

界保健機構）が世界各都市の PM2.5 と PM10 の数値データ

ベースを公表した。PM2.5 は粒子が非常に細かく、肺の奥

深くまで入り、呼吸器疾患、心臓疾患を引き起こすと言わ

れている。このデータベースから、ワースト 20 と日本の

データをひろってみた。最初にお断りしておくと、取得年

次がバラバラになっている。日本のデータが 2012 年であ

るのに対して中国は 2014 年と、中国の方が最新のデータ

となっている。そういう制約がありながらも比較はできる

ので、見てみると、ワースト 20 の中に中国の都市が 4 つ

入っていた。ワースト 9 位に刑台、10 位に保定、14 位に

石家庄、19 位に邯鄲。全て河北省の都市だ。ここで注目

されるのは、中国以外にも PM2.5 の汚染濃度が高い都市が

非常にたくさんあるということだ。特にインドの各都市が

上位を占めている。日本はどうかというと、1013 番目に

福岡市があり、東京都は 1429 位だ。これは世界 2973 都市

のランクなので、PM2.5 でみると日本の大気環境は良いと

いうことになる。ワースト 20 の中国 4 都市と比べると 8

倍程度の差だ。 

 

これは分かりにくい表だが、中国の大気汚染の濃度を考

えるにあたり、どうしてもこの 3つをおさえておかなけれ

ばいけないと思い、理解できる範囲で整理したものだ。AQG

は WHO の推奨するガイドライン。それから日本と中国の環

境基準だ。少しずつ違う。WHO の研究から、PM2.5 の濃度

をこれくらい抑えれば長期暴露でも際立った死亡率の増

加がみられないということが分かっていて、リスクの多い

少ないで段階的な基準値を示している。よく見ると IT-3

が AQG のガイドラインに一番近く、IT-3、2、1 と下がる

につれて濃度が高まりリスクも高くなる。日本の環境基準

は WHO のガイドラインより若干緩めだ。その中でも一番、

低い値をとっているのが黄色の部分にあたる。中国の場合

はここを一級として、さらに二級環境基準というものを設

けているが、ここは 35 ㎍/㎥で WHO のラインぎりぎりだ。

中国で一級の環境基準を達成した、二級を達成したという

報道があるが、こういう違いがあることを念頭に置く必要

がある。さて、先ほどのデータに戻ると、横浜、京都、沖

縄は AQG のガイドラインをほぼ満たしていて、福岡、鹿児

島、大阪、名古屋市は濃度が少し高い形になっているが、

中国の場合は二級環境基準の 35 ㎍/㎥より大幅に、3倍く

らい大きな値になっている。何故、この話を最初にしたか

というと、環境政策というものを、汚染状況からどれくら

い良くなったかという形で評価するのも一つの考え方だ
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が、果たして改善された値が人々の健康への影響という観

点からどうなのかという問題があり、こういった数値が

後々、重要になるのではないかと示した次第だ。 

 

中国の環境政策を健康影響の観点から考えることが重

要だと確信を持つようになった一つのきっかけは、2013

年 4 月に北京で行われた大きな国際会議、China and the 

Global Garden of Disease に参加したことである。医学

系の国際ジャーナルでもトップレベルの LANCET が後援す

る国際会議だ。衛生部の傘下にある疾病コントロールセン

ターの先生たちと米国の財団が共同で開催しており、知り

合いの紹介を得て参加することができた。会議では中国疾

病負担リスク要因について主眼が当てられていた。疾病負

担というのは、人が病気にかかり、その後、元に戻らない、

少し不自由な生活を強いられるということを含めて、生涯

にわたって健康ではない状態がどれくらい続くのかとい

う概念だ。その原因や、心臓病、癌といった様々なファク

ターを加味して、各国の疾病リスクとその原因を研究して

いる。その中に、環境研究者として興味深かったデータが

ある。中国の疾病負担リスクの要因が公表されていたのだ

が、1 位は食生活に係る肥満、2 番目が高血圧、3 番目が

喫煙で、この 3つは途上国の、特に都市型の生活様式が普

及しているところでよくみられる疾病負担リスク要因だ

と思われるが、4番目に大気環境汚染－PM Pollution が入

っていたのだ。PM Pollution とは衛星写真で見たスモッ

グのことらしい。PM2.5 を捉えているとのことだが、衛星

写真ということでカバー率が広い反面、本当にきちんと捉

えられているか心配がある。が、いずれにしても、大気環

境汚染というものが中国において生涯にわたる不健康な

主要因と発表されたことは注目に値する。 

ちょうど同じ年に、WHO の国際がん研究機関が、大気環

境汚染、特に PM2.5 を含むような粒子状物質に発がん性が

確実にあるとプレスリリースした。こういうニュースが入

る中で、中国ではスモッグが頻発し、健康に影響はないの

かと心配する一般の人々が増えている。それまで食品では

メラミン事件などがあったが、人々の健康に対する意識の

高まりが環境汚染の意識の高まりに繋がっているという

のが今の中国の状況だと思う。 

 

最近の雑誌では、大気汚染と病気を掛け合わせたタイト

ルで記事が特集となっている。他にも、中国中央テレビ局

の元記者が、辞職後に自費で大気汚染に関する長いドキュ

メンタリーを作って出している。そこでは、大気汚染が改

善しない背景に石油産業等の利権があることも暴かれて

いるが、自分自身や自分の子供に対する健康影響を切々と

訴えていて、非常に衝撃をもって受け止められた。たった

数日間で（インターネット上で）2億回再生されたが、今

は中国内からは見られない。英語版もすぐに作られ、国際

的な動画サイトに置いてあるので、国外からは自由に見る

ことができる。 

 

去年12月、パリで気候変動のCOP21が行われていた時、

中国は米国と組んで積極的に CO2 の排出規制をすると言

っていたが、その頃の北京はスモッグがひどく、初めて警

報が出されるという事態になった。スモッグ警報が出ると

学校は休校となり、工場は止まり、自動車は普段よりさら

に厳しいナンバープレート規制を課される。 

中国は大変な所でとても住めないと言う人もいるだろ

うが、北京では風が強いと一瞬にして空がスカッと晴れる。

これは 3 月 2 日、4 日と撮った写真だ。2 日の午後はちょ

っと外を歩くだけでかなりザラザラしたような空気が、4

日の早朝には大風が吹いてスカッと晴れた。先ほど、国際

比較の話で年平均値を出したが、生活感覚としては、1年

平均より、その日その日が良いか悪いかということが大事

だ。北京には、一日一日というより１時間１時間だと言う

人もいて、午前がひどくても午後がスカッと晴れたら出か

けるというように生活しているという人もいるようだ。 

これは 2014 年 1 月から 12 月までのデータだ。非常に手

間のかかる作業のため、2015 年分がまだ出来ていない。1

級から 6級までのガイドラインが設定されているので、そ

れにそって色分けしてみた。北京では 1月と 7月に汚染の

ピークがあり、3 月や 11 月、12 月といった冬場は意外と

良好な日が多い。天津も 1 月や 7 月、12 月にピークがあ

ったり 4月にピークがあったりする。山東省の省都である

済南市では、北京や天津に比べると比較的良好な日が多く、

ワースト 20 に入っていた都市の一つ、河北省の石家庄で

は、ピークは 1 月だが、31 日の内、3 級より悪い日が 28

日間もある。それでも、夏場から秋にかけて比較的良好な

日が増えている。同じ都市でも月によって傾向が違うし、

月によっても日によって善し悪しがある。 

中国の指標に合わせて整理してみたが、これは PM2.5

だけではなくいろんな汚染物質を合わせた指標だ。PM2.5

については中国で良いとされるような 70 ㎍/㎥でも、敏感

な人には影響が出るし、日本の基準では、それを超えると

不要不急の外出は控えた方がよいというレベルになる。

WHO のガイドラインでも、短期間で死亡率の上昇が 5％と、

かなりリスクが高い状況だと考えられるレベルだ。それで

も中国では良いという基準になっている。これについて中

国のある大学の学生に話をした時、ヨーロッパからの留学

生から、一体、どの基準値をもって生活したらいいのかと

質問されたことがある。それには答えられなかったが、逆

に中国の人はどうしているかというと、例えばスマホに大

気汚染の指数アプリを入れて、自分の体調と相談しながら

自分の身を守っている。よくできたアプリがあって、中国

ではこうだが米国大使館ではこうだというように、ボタン

一つで基準値や実測値を変えることができる。いずれにし

ても、どの基準がよいか誰も正解を持ち合わせておらず、

そういうものを使いながら生活をせざるをえない状況だ。

基準値をどのように設定していくのか、あるいは異なる基

準値を合わせることができるのかというのは非常に難し

い問題で、自然科学だけではおそらく解決できない、もっ

と言えば国際的な合意形成の仕組みまで考えなくてはい
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けないような問題になるだろう。 

 

次に、環境対策として、大気汚染物質の排出量がどうな

っているかというデータがある。2013 年までのものだが、

大体の傾向は分かるだろう。硫黄酸化物、窒素酸化物、粉

塵・煙塵の指数を、全国と河北の大気汚染重点対策地域、

北京で整理した。粉塵・煙塵、SO2、NOx の順番に対策が

進み、NOx がようやく着手されて、削減効果が上がりつつ

あることが分かる。硫黄酸化物は、全国的には 2006 年く

らいからだんだん削減効果があがっている。北京や河北省

を含む河北 6地域はどうかというと、ピークの時期はあま

り変わらないが、北京で重点的に対策が打たれて、少し早

めに排出削減が進んでいる様子が分かる。北京から外に汚

染産業が移転している点がしばしば指摘されているが、そ

のためか北京のほうが早く大気汚染対策が進んでいるよ

うだ。 

PM2.5 はいろいろな汚染物質が合わさってできた二次

汚染物質だが、その中で最も汚染源として割合が高いのは、

石炭燃焼に伴う物質だと言われている。石炭消費量がどう

推移してきたかを見ると、いわゆる石炭経済のような状況

で、全体的に経済が上向きになると石炭消費が上向きにな

るというように進んできた。それが 2011 年、第 11 次五か

年計画あたりになって、ようやく少し抑えられるようにな

った。パリ協定でも示されたように、二酸化炭素をはじめ

とする温室効果ガスを減らさなければならない。中国もや

らなくてはいけないということで、経済を底上げするため

に石炭を燃やすというやり方を変えようということが、こ

こ数年、行われている。それがしっかりしたトレンドとし

て定着してくれば、スモッグもかなり解消されてくるので

はないだろうか。今後の大気汚染対策の強化と産業構造の

転換に伴って、PM2.5 を含むスモッグの発生に密接に関係

すると考えられる石炭消費量の今後の推移が注目される。 

 

今の中国の大気汚染対策は非常に多岐にわたっている。

大気汚染防治法が改正され、また、第 13 次五か年計画が

スタートし、その中で PM2.5 基準未達成都市の濃度を低減

させるということが指標として入れられている。各都市に

おける大気汚染対策の様々な業績評価をしたり、北京・天

津・河北省というような広域対策に法的根拠を持たせたり、

石炭生産が過剰だということで過剰生産能力を削減し、石

炭の消費削減に着手すべく、汚染型産業の構造改革をしよ

うとしたりしている。130 万人の配置転換が必要と公表さ

れているあたり、本気でやる気なのではないかと期待した

いところだ。とはいうものの、130 万人もの配置転換を行

って、石炭産業に依存していた地方都市が新しい産業を見

つけて持続していけるかというと、日本を見ても他の先進

国を見てもなかなか難しいだろうと思う。 

 

中国の報道では、ロンドンのスモッグ事件や日本の四日

市ぜんそくの話が歴史的な参照事例として出ることがあ

る。中国の大気汚染対策は、先ほど話したような構造改革

や中長期的な対策が必要だが、このまま放っておくと人が

死ぬかもしれないというような本当にひどい時は、緊急対

応できるような仕組みができた。企業に生産停止を求めた

り、自動車のナンバー規制をしたり、子供が外で遊ばない

ようにしたり、そのようなことを国が地方にさせるような

仕組みだ。しかし、赤色警報が出たときに、実は出さなく

てもよかったのではないかとか、あまりそれを出されると

社会経済が混乱するのではないかという議論が出て、警報

発令基準が緩和されるかもしれないという報道があった。

この辺りは難しい判断だと思う。例えば、今年は杭州で

G20 が行われるが、あるタクシーの運転手によると市民は

12 日間、休みになるという。産業活動を停止して大気汚

染を防ぐことが健康に良いとしても、社会経済活動が停滞

してしまう。社会経済活動と健康の確保をどうやって進め

ていくのか、中国の各都市は今、非常に難しい状況にある

のだろう。 

 

水汚染に関しては、私自身がここ 20 年近く注目してい

る淮河流域というフィールドがある。健康リスクという観

点において、非常に典型的な流域だ。いわゆる“癌の村”

と言われる地域がたくさんあることが CCTV によって報道

され、有名になった。 

中国全体の河川流域地図を見ると、このように 7大流域

がある。中国全体からすると小さく見えるが、淮河の流域

面積は 27 万㎢で人口は 1 億 4,200 万人、日本の本土くら

いの大きさに日本をはるかに超えた人口がいる。この流域

で河の水を飲む人たちの健康が蝕まれたということで、

1999 年には中国で『淮河の警告』という公害ドキュメン

タリーが出版され、また、米国のエリザベス・エコノミー

という外交委員は“The River Runs Black”という、水汚

染問題の本を書いた。日本語訳も出版されている。 

 

 “癌の村”と言われる地域で活動する NGO がある。フ

ォトジャーナリストであるその方にコンタクトをとって、

2004 年に初めて現地を訪れ、短期間ではあったが、その

後も何度か現地を訪れた。以前『アジ研・ワールドトレン

ド』に写真を提供してもらったが、これは淮河の大きな支

流で泡がブクブクしている様子、その横は臭くて鼻や口を

塞いでいる子供たちだ。河の近くは刺激臭が強く、マスク

をしないと授業を受けられない。硫化水素が垂れ流されて

いた時代もあったようだ。写真を撮る時もガスマスクを付

けて写真を撮っていた。そうしないと倒れてしまうからだ。

当時の村の党支部書記の言葉がある。癌で死ぬのは毎日起

きて顔を洗うのと同じで慣れてしまったという、ショッキ

ングな言葉だ。この発言は、こうした問題状況が長年続い

ていて、誰も効果的な対応をしてこなかったことを示唆し

ている。 

 

統計を見ると、劣 V類－社会経済的機能を喪失するよう

な河川の範囲は年々、多少の揺り戻しがありながらも小さ

くなっていて、2014 年の時点でようやく 2 割を切るよう
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になり、概ね改善の方向がみられるようになった。これは

毎年、6月 5日の世界環境の日に環境保護部が公表するデ

ータで、もうじき 2015 年のデータが出るだろう。2014 年

のデータを各河川の支流ごとに水質の類型で色分けした

地図を見ててみると、赤い部分がまだ結構残っている。こ

れはどういうことかというと、支流のさらに支流の小さい

河川では、社会経済的機能を喪失した河川、どぶ川のよう

な河川といってもいいが、そういった河川がまだ少なから

ず見られるということだ。細かく見ていくと、まだまだ問

題が残っていることがわかる。全国の河川で平均値はどう

かということを整理してみると、2014 年時点で一番黒い

ところが多い流域は、北京、天津という首都圏を流れる海

河だった。4割以上の流域範囲で社会経済的機能を喪失し

た河川があり、中国の河川の水質状況の一端を示している。 

 

大気汚染防治行動計画としての「大気十条」と同様に、

「水十条」というものがある。劣 V 類の水質断面比率を

15％前後までにすることが目標とされているが、今、40％

以上あるものを、ここまで下げられるのかどうか。できる

ことは限られていて、小規模の汚染源を取り締まったり、

重点汚染産業の排水処理をしっかりしたり、都市生活排水

処理率を上げたりなど、今までの水汚染対策を粛々とやる

しかない。その中で注目されるところが、飲み水に関する

水質の安全情報を、殆どの都市で 2018 年から四半期ごと

に公開しなければいけないということがある。健康影響と

いう観点からの環境対策とすると、飲み水の情報公開の方

が社会の関心が高く、対策の進捗に対する人びとの監視が

厳しくなると考えられる。どういうやり方で進むかという

ことは別としても、飲み水の安全を確保するという点で注

目される。このように、水の問題にしても、人々への健康

影響を勘案した形で、評価方式を取り入れながら進めてい

こうという動きが、最近ようやく始まった。他にも、衛生

部などが 2005 年あたりから農村地域などで飲み水の水源

を改善しようとデータを取りながら、いろいろな対策をし

ているが、2010 年の段階で、未だ 2 億人近い人たちが、

汚染だけでなく、水が少ないとか水源が遠いという問題も

含めて、飲み水の安全問題を抱えている。簡易水道につい

ても少し問題があるので、後で少し紹介したい。 

都市の水道汚染についても、2012 年 7 月の基準に照ら

し合わせると、およそ 20％が未達成だというデータが公

表されている。飲用水基準は何年かごとに見直され、厳し

く設定されているが、全ての飲用水の基準値を達成させる

ことができていない。 

 

2004 年の“癌の村”の報道などをきっかけに、ようや

く国の衛生部を中心にした調査が行われた。260 万人の死

亡率や個別訪問調査を含めた本格的な調査を行い、水汚染

の激しさと消化器系癌の死亡率の相関関係が認められた

ということを、2010 年に専門家が雑誌で報告している。

調査リーダーを務めた専門家は、2013 年に科学技術プロ

ジェクトの成果として、水環境の状況と消化器系癌の死亡

率の相関関係を一目で分かるような地図をつくり、DVD 出

版した。ただ、この中でも指摘されているように、まだま

だ分からないことがたくさんある。一体、何が汚染源にな

っているのか、その中のどういう物質がどういうメカニズ

ムで癌を引き起こすのか。そこは非常に難しい課題で、ま

だまだ解明しないといけないことが多いということが指

摘されている。このような流れの中、環境保護部は 2013

年になってようやく“癌の村”というような地域が出現し

ていることを認め、水汚染に伴う健康影響が公の政策課題

として議論できるようになり、対策についてもモニタリン

グできるようになった。 

 

 

さて、土壌汚染については、つい最近、常州外国語学校

というところで中国版ラブキャナル事件かとも言われる

ような大きな問題が起きている。この写真は、何百人もの

学生たちが病気になったことについて怒った親が、学校の

近くでデモをしている様子だ。お手元の資料はブログなど

の情報を整理してまとめたもので、ここにある以上のこと

は分かっていないが、2,451 名の内、493 名が何らかの病

気、リンパ腫や白血病を抱えていて、元々あった 3つの農

薬工場が有毒な化学物質を埋めたのではないかと言われ

ており、環境保護部をはじめとする政府部門が調査を始め

ている。 

米国で土壌汚染回復のための費用負担等を定める‘スー

パーファンド法’が成立するきっかけとなったのがラブキ

ャナル事件だと言われているが、これに倣って、汚染され

た土壌の回復をしっかりするための法的根拠と資金的根

拠を、制度としてきちんと整備すべきだという声が高まっ

ている。最近では、“自然の友”という NGO が、去年から

施行された新しい環境保護法に則り、公益訴訟を起こした

というニュースもある。それを受理するかしないかを決め

なければいけないということだったが、5月の連休を挟ん

だせいか、その後の動きが確認できない。果たして受理さ

れたのか、受理された場合はどう裁判が進むのか分からな

いが、中国のあちらこちらで起こっている土壌汚染事件の

一端として、今後の推移が注目される。 

 

天津の爆発事件も土壌汚染と無関係ではない。去年 8

月 12 日に爆発事故が起こり、その跡地は大きなクレータ

ーのようになっていた。ここは公園にするということだが、

倉庫に積み上がっていたシアン化合物等が爆発で吹き飛

び、しみ込んだ有毒物質もかなりあって全てを除去できず、

せいぜい除去したとしても公園にしかできないという、消

去的判断ではないかと推測している。土壌汚染の跡地をど
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うするかということを考える上で、このような対処をした

という事例の一つになるだろう。 

 

現在、公なデータとして出されているのは、2014 年 4

月に環境保護部・国土資源部が公表した“全国土壌汚染調

査公報”のみだと思う。この中に、全国にどういった汚染

地域があるかというデータがある。例えば重汚染企業用地

だったり工場跡地だったり、工業園区、固形廃棄物の処理

施設、石油や鉱物の採掘地域、それからこれは中国で非常

に長い間行われてきたのだが、工場の排水を水不足の農地

に引き入れる汚水灌漑というものがあり、そういった地域

で重金属やヒ素などが汚染物質になっている。また、縦横

無尽に張り巡らされた道路脇の土壌を計測すると、2割く

らいが基準値を超過している。これら 8 つの地域では 2

割から 3割が現行の環境基準値を超えていて、その中には

重金属汚染が含まれていることが公表されている。環境

NGO が全国的な汚染地図の公表を要求しているが、まだ未

公表のままだ。 

 

大気汚染や水汚染に比べ、土壌汚染対策は調査状況報告

が公表された程度で、対策が遅れているところである。国

際的な環境政策のコンサルティング・コミッテイ、チャイ

ナカウンシルでは、日本も含めた先進国の環境専門家が、

中国の専門家や行政当局と一緒に研究しており、1991 年

あたりから、比較的独立した立場で政策提言するような仕

組みができている。その調査報告が 2015 年 11 月に出され

た。土壌保護を基本国策としてしっかりした上で、法制度

をきちんと整備すべきだと提言している。大気は大気汚染

防治法があって何度も改正され、水は水汚染防治法がある

が、土壌汚染防治法はまだない。これを何とかしないとい

けないが、むしろ土壌環境保護法として、対象範囲を拡げ

て法制度を整備すべきではないかということだ。先ほど、

スーパーファンド法に触れたが、汚染土壌を誰が責任をも

って汚染除去するのか、その資金は誰が負担するのかとい

う責任制度と資金制度をしっかり確認すべきだという政

策提言もされている。しかし、中国の現状にあった仕組み

をどのように作っていくかということは非常に難しい問

題だろう。清華大学の元学長で環境専門家でもある環境保

護部長によると、現在、環境保護部を中心に土壌汚染防治

行動計画、いわゆる“土十条”を策定しており、今年中に

は出すという。土壌汚染が直接、健康に影響を与える例で

は常州の外国語学校があったが、土壌汚染は食品の汚染に

も関係する。非常に身近に人々の健康に影響を与える問題

だ。カドミウム米の問題などもよく広東で指摘されている

が、今後の対策がどう進んでいくのか注目していきたい。 

 

さて、環境問題を健康被害という観点から、どのように

串刺しして政策として取り組もうとしているのだろうか。 

第 13 次五か年計画が始まったが、第 12次五か年計画の

“環境・健康工作規劃”がもっとも、具体的な計画になっ

ていて、第 13 次五カ年計画としてこのバージョン 2 が出

されるかどうかが注目されるところだろう。 

土壌汚染問題についてチャイナカウンシルが提言した

ことを紹介したが、環境・健康対策についてもチャイナカ

ウンシルは 2008 年に既に中国政府に対して政策提言をし

ている。そこでは日本の環境専門家が中国の専門家と一緒

に共同研究し、日本の経験がかなり取り入れられていると

聞いている。実際に読んでみると、損害賠償の仕組みも日

本の事例が参照されている。これをどうやって中国のシス

テムに落としこむかということが課題だ。いずれにせよ、

2007年からここ10年くらいで環境汚染による健康被害に

向き合うような行政の取り組みが始まったというところ

だと思う。そして、中国政府自身がどうみているかという

と、非常に深刻な状況であるということや、面的な広がり、

時間的な長さといったことを考えた時、簡単には解決しな

いだろうということが認識されている。 

科学的な研究はいろいろなところで行われているが、政

策と結びついた研究成果の活用不足が指摘されている。そ

ういったところにも問題があったと思うし、やはり政治的

な意思が必要とされるのではないだろうか。健康被害とい

うものを考えて環境対策するのか、それとも単なる環境対

策をするのか。日本の経験から考えると、水俣病やイタイ

イタイ病、四日市ぜんそくといった深刻な公害被害を受け

て公害対策が始まり、そこに自然保護の問題や地球環境問

題が重なっていった。中国の場合、環境対策は 1970 年代

から行ってきたが、健康対策は 2000 年代から始めたとい

うように考えるべきかもしれない。 

 

対策に関する予算配分をみると、25 億元の内、7割程度

を調査に充てるとしている。第 12 次五か年計画時に、ま

ず調査費を付けたということだ。淮河流域をはじめ、いろ

いろな地域で調査をしているだろうし、これまでもかなり

調査研究がされてきたと考えられる。汚染大気や汚染水に

ついて、どれくらいの曝露で病気が発生するか係数を計算

するような調査プロジェクトの報告書も出ている。こうい

った調査をどのように政策に結びつけていくかは第 13 次

五か年計画で問われることになるだろう。その上で、どう

いう法律体系をつくっていくのか、その中には非常に難し

い損害賠償の問題、あるいは訴訟の問題というのも出てく

るかもしれない。人々の健康、民生というものを大事にし

ない政権が長続きするのかということを考えると、やはり

対応せざるを得ないだろうし、そういった意味においても、

この 5か年計画は非常に難しい。今度は調査以上のことを

しなければならず、国民から非常に厳しく対応をみられて

いくと思う。 

 

少し細かいが、行動計画に対して各行政部門がどういう

役割をしたのかについて、表に整理した。非常に多くの部

門にまたがる取り組みがあることが分かる。2013 年の国

際会議で、専門家や行政の元幹部の方々が口々に、健康第

一ということを全ての政策に掲げていくべきだと発言し

ていた。エネルギー政策や環境対策、社会保障政策、何を
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やるにしても健康第一に考えてやるかどうかで、評価の仕

方も必要な費用も変わってくるが、その中で、環境政策に

ついても、特に、人々の健康への影響を考えながらの行政

が必要とされるようになってきている。 

 

最後に NGO の話をしたい。淮河流域の水汚染地域で様々

な取り組みをしてきた NGO と現地を回っていると、この

NGO の取り組みが、メディアや様々な人々を通して政策に

影響を与え、政策からも影響を受けていることが分かって

きた。例えば、中央で決められた政策が地方でどのように

実施されているか、あるいは NGO がやっていることが中央

政府の政策にどうして反映されないのか、あるいは何故、

一部反映されたのかということだ。この NGO は、現地に

NPO として 2003 年に登録された小さな団体で、フォトジ

ャーナリストである代表者とその息子さん2人の3人で運

営している。はじめは水汚染被害の深刻な状況を写真に撮

り、各地で展示するといった普及活動のようなことをやり

ながら、その後医薬品を配ったり井戸水の浄化に取り組ん

だりするようになった。日本の信州大学の中本信忠・名誉

教授が提唱した生物浄化装置を、中国のエンジニアの協力

を得ながら自分たちなりに改良したものを使い、すでに一

つの県で 40 基設置している。癌の発症率を下げるべく、

汚染された井戸水を浄化して村民に飲み水として提供し

ている。効果について医学的調査をやってほしいという要

望をもっているが、これによってどれくらい疾病が減った

のかというデータはまだ取られていない。しかし、行く

先々で病気にならなくなったという話を聞くことは事実

だ。浄化装置は掘立小屋のような中にあるが、そこにはコ

ンクリートの水槽があり、その水槽に砂利を入れ、砂利の

上の方で繁殖した微生物が汚染物質を浄化するという非

常にシンプルなメカニズムだ。この村人は、親戚も家族も

癌で亡くなったということをメディアで証言してきた有

名な老爺だが、生物浄化装置から供給される飲み水を高く

評価していて、他の村の人たちにもそのことを話したとこ

ろ、うちの村にも作ってくれないか、などという相談が

NGO に寄せられるようになったという。 

 

 ところで、政府の疫学調査において、資金も時間も限ら

れた中、現地調査のエリアが広すぎてどこから手をつけて

いいか分からないといった時に探し当てられたのがこの

NGO、“淮河衛士”の代表だった。彼らは毎日、あちらこち

らの村に出かけてヒアリングをしているので、どこにどう

いう患者がいるか知っている。簡単な地図も作っていて、

国の調査グループの人たちの疫学調査の設計に役立った

ということだ。小さな NGO の地道な活動が、国の疫学調査

のベースになったことが重要である。こういった地道な活

動が大事なのだと思う。 

 

さて、飲み水の改善だけでなく、企業が排出する汚染物

質の処理もしっかりしないといけない。政府だけに任せて

いると、立ち入り調査の頻度も限られてくるので、この

NGO が企業と信頼関係を結び、いつでも排水処理状況を見

られるようにしている。今は、元“味の素”の子会社の化

学調味料企業と革なめしの企業と提携して、環境情報公開

と市民による立ち入り調査のような活動を進めている。な

かなか面的な広がりにはいたらないが、この 2つのケース

を見る限り、こういった対話を通してモニタリングを補完

するというやり方はうまくいっているようだ。この写真の

人は、昔は垂れ流していたのだが、と語っていた。当時は

それがどれほど健康被害をもたらすかということまでは

思い至っていなかったようだが、こうして自分たちの考え

方を変える企業が増えてくることが望まれる。 

 

中本教授が執筆した『おいしい水の作り方』という本に、

生物浄化装置の簡単なしくみが解説されている。中国語に

も訳され、科学出版社という有力な出版社から出版されて

いて、中国の書店でも流通している。 

これは、日本の大使館の草の根無償資金協力を得て建て

られた 7基の内の１つだ。小学校に建てれば、子供達も使

えるし村の人達も自由に使うことができる。普及という意

味では非常に効果的だ。5月の連休に現地へ行ってみたと

ころ、村ではご飯時の前に水を汲む習慣があるようで、よ

く使われているようだった。しかし、思わぬ使い方や管理

の仕方で問題が発生することもある。やはり巡回して、村

の人たちや装置を管理する人たちと対話しながら管理し

ていくことが大切だろう。彼は１号基を指揮したエンジニ

アだ。最初は太陽の光が透過するよう、透明のアクリル板

のようなものを使っていたが、勝手に普通のトタン板に変

えられて中が暗くなってしまったせいで、生物活性が弱く

なってしまったようだ。これを変えるように村人に指摘し

ていた。 

 

政府でも飲み水の確保に対するプロジェクトを進めて

いるが、そこでは深井戸を使っているため、地下水位が下

がっているという話を聞いた。また、地質上の問題もある。

フッ素が多く含まれる地質があちこちにあるようで、その

水を長期間、飲み続けるとフッ素病になるのではないかと

懸念されている。そういったこともあり、NGO では生物浄

化装置を使った対策が良いと考えているが、政府側との対

話がまだあまりできておらず、ようやく担当者とのコネク

ションができたところだそうだ。生物浄化装置が政府事業

に採用されれば、さらに装置を普及させることができるだ

ろうが、依然、政府は政府、NGO は NGO でそれぞれ別の対

策をしているのが現状である。 

 

今日の話を一言でまとめるのはたいへん難しい。中国そ

のものと同じで、非常に広くて深い。政策は進んでいるし、

産業構成や都市構造も時間が経てば改善されていくだろ

う。しかし、政策を補完するような活動であっても、NGO

に対する抑制や、海外 NGO に対する規制は厳しい。社会各

層からの幅広い参画も必要だが、どう保障していくかとい

うことも考えなければならない。いろいろと難しいところ
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がありながらも、お金のかからない、しかも効果をもたら

す取り組みをしている NGO もある。そういった内容を政策

に取り入れたり、あるいは政策が支援したり、また海外か

らも同じような支援を受けていくことで、健康リスクを真

に考えた環境対策が実現していくのではないだろうか。雑

駁になったが、これで閉めさせていただく。ご清聴ありが

とうございました。 

 

【質疑･応答】 

（JST 倉澤上席フェロー） 

現場のことをたくさん紹介いただいた。会場からの質問

の前に、私から一つだけ質問させてほしい。医師はこうい

った NGO の活動に参加しているのか。 

 

（大塚） 

NGO が現地で状況を調べる際は、まず衛生所－日本で言

う保健所に赴き、どんな病気が最近多いか、環境の変化と

病気の関係を医者がどう考えているかといったヒアリン

グをして状況把握に努めていて、医者はそういう形で NGO

に協力しながら関わっている。2005 年 11 月、日本の専門

家を入れた 9名で現地を訪問した際、水俣病研究の第一人

者である故原田正純先生にも来ていただいた。当時は水汚

染がとてもひどい状況で、先天性奇形や心臓病の子供がい

る村々を回りながら、先生が“淮河病”と言われていたの

を覚えている。 

 

（倉澤） 

水俣病も、公害との因果関係が認められるまでそれなり

に時間がかかった。特に因果関係においては医者が重要で

はないかと思い、中国ではどうなっているのかと伺わせて

もらった。 

 会場からはいかがだろうか。 

 

（フロア） 

中国では農産物の増産が大分できるようになってきた。

農薬や肥料による土壌汚染、水汚染について何かあれば教

えてほしい。 

 

（大塚） 

今日は十分に紹介できなかったが、今、北京に健康・環

境・発展フォーラムという、主に研究者の集まりで中国科

学院地理研究所に拠点があるフォーラムがある。そこでは

農業部の専門家や環境専門家、医学の専門家を含めて、食

品の安全問題に関する調査研究をしている。去年、英語と

中国語の報告書を公表したばかりだ。私も何度か研究集会

に参加させていただいた。例えばお米では、ある一定の銘

柄にカドミ濃度が高いものがあり、年齢や収入別に統計調

査をしてみると、特に低収入の人がそういうものを接種し

やすいという研究が報告されたことがある。また農村に行

くと、禁止されているような農薬の袋が落ちていたりして、

禁止リストがあっても、果たしてそれが末端まで浸透して

いるのか疑問が残る。研究者が政府に協力しながら一生懸

命、調査研究している一方、人々が政府の規制を本当に守

っているのかという問題もある。 

 

（フロア） 

 3 つ質問がある。大気汚染の話では PM2.5 を中心に取り

上げられていたが、PM2.5 は空中を飛んでいる粒子なので

個体汚染だ。NOｘや SOｘといういわゆるガスによる汚染

との健康被害の関係はどうなのだろう。PM2.5 だけを取り

上げすぎではないかと思った。インドのデリーに駐在して

いた人の話では、PM2.5は中国より6倍くらい高いらしく、

政府は中国の PM2.5 をニュースにしないようにしている

らしい。自分の足元が揺れるからではないかと冗談交じり

に言っていたが、そういうこともあるのかと思った。 

2 つ目に、第 12 次五か年計画における環境関係の予算

配分が非常に面白かった。第 13 次は 8 月なので、まだ出

ていないと思うが、第 12 次と第 13 次の予算配分を比較、

統計分析したら面白いと思う。できたら見てみたい。 

3 番目は漠としたもので申し訳ないが、大気汚染、水質

汚染、土壌汚染の健康被害への原因究明は、中国ではどの

程度なされているのだろうか。健康被害にはいろいろな要

因があり、原因究明に至るまでは非常に難しいと思う。日

本のカドミウムにしろ、水俣病にしろ、非常に長い時間が

かかった。 

 

（大塚） 

PM2.5 に注目しすぎではないかということだが、PM10

や NOｘ、SOｘなどは割と早くから統計が公表されている。

NOｘ、SOｘは第 11 次五か年計画から、政治的にも厳しい

評価対象になっていて、かなり削減が進んでいる。しかし、

PM2.5 については、2013 年に米国大使館が公表した数値が

社会的に大きく注目され、中国で、ようやく PM2.5 の基準

値が政策ターゲットになったばかりだ。PM10 や NOｘ、SO

ｘは比較的トレースしやすい。研究もたくさんあり、行政

も情報化しているが、それまで PM2.5 についてはあまり分

かっていなかった。調べてみたら濃度が高かったというこ

とだ。また、WHO が、粒子の非常に細かい大気汚染物質が

癌の原因になるとプレスリリースしたことが非常に大き

いファクターにもなっていると思う。健康影響という観点

からすれば重要な指標だ。ただし、極端な話をすると、北

京の PM2.5 と上海の PM2.5 では粒子の組成が違う。PM2.5

一つをとってみても非常に多様で、季節によっても変動が

あるので、例えば冬場は石炭燃焼が原因の粒子ができるが、

夏場は都市部だと排ガスの NOx が多いのではないかとい

う研究もある。扱いにくい物質であることは間違いない。 

 原因究明について、疫学調査はされているが、淮河流域

の事例でも、どの物質がどういう反応をして癌を発生させ

るのかは公表されていない。水俣病やイタイイタイ病にお

ける政府の公式発表以前の状況なのかもしれない。もう一

つ難しいことに、原因の究明と責任の追及がどうしてもパ

ラレルになるということがある。責任の追及に及ばないよ
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う、原因の究明を慎重に進めているのかもしれない。中国

の環境健康行政史を辿っていけば見えてくるものがある

かもしれないと思い、今、資料の整理をしているところで

ある。 

 

（フロア） 

今のお答えにも関係するが、中国政府は、今、 “緑色”

という言葉をたくさん使いながら、環境に力を入れている

ように発言しているが、実際は非常に難しい問題がたくさ

んある。具体的な法律を作っても、上に規律あれば下に対

策ありという国だ。特に、環境問題と鉄鋼、石炭は大きな

問題になっているが、国有企業の施設の関係もあるので、

どこまでやるのかという疑問がある。政府側としてはこれ

以上、この問題を放っておくわけにはいかないと動き始め

ているし、国民側は、例えば化学工場の近くは非常に問題

があるとして、新設に対する反対運動などをしている。そ

こで、中国の住民パワーは、環境問題、健康問題にどう影

響するのだろうか。 

 

（大塚） 

常州の外国語学校の事件はまさに住民パワー、親御さん

パワーだ。中国版ツイッターを通して拡散され、環境保護

部まで動かしたようにみえる。特に、SNS を通じた住民パ

ワーは侮れないというのが今の中国だと思う。ただ、それ

は一つの問題をフォーカスするには大きな力になり得る

が、構造を変えるような力になるかというと、そこは非常

に難しい。問題は単純ではないからだ。エネルギー供給を

どうするか、地域の社会経済をどうするかという話にもな

るし、そこまで踏み込むと住民パワーが政府を動かすとい

う単純なメカニズムでは政策が進まないと思う。住民パワ

ーの効果はあるし、政府も無視できないが、決して万能で

はないというのが現実ではないだろうか。 

 

（フロア） 

 土壌対策について伺いたい。以前、工場が退去する際に

は、土地の浄化責任をその企業が負うという政策が発表さ

れた記憶があるが、本当にその汚染をその企業がもたらし

たものなのかということや、特に周囲が汚染され、地下水

がしみ込んだような複合的な汚染になると、浄化も大変だ

し費用もかかる。どういう責任をどこまで取るのだろう。

今後、土十条で明らかになるだろうと思いつつも、非常に

懸念される。ご見解はいかがだろうか。 

 

（大塚） 

今、ご指摘いただいた以上の見解は私にも出せない。淮

河の件も本当に難しく、表流水の汚染物質はどこからきて

いるのか、あるいは地下水の汚染はどこからかとなると、

限られた統計で判断するしかない。例えば、表流水であれ

ば、環境保護部が把握しているところがいくつかあって、

そこの排出量をみると、どの企業が最大の排出源であり、

その次に大きいのは都市の処理場の排水とか、そこまでは

分かるが、それでは汚染物質をもたらすのがそこだけかと

いうと、農薬や化学肥料、あるいは農村でも排水処理はさ

れていなかったし、昔あった企業もあるので、汚染の履歴

が非常に複雑だ。しかも汚水灌漑していたとなると、四日

市では共同不法行為が認められたが、それもよりももっと

複雑な関係になるだろう。そういう意味で、責任の追及と

原因の究明、資金技術的な対応は、少なくとも初期段階で

分けてやらざるを得ないかもしれない。本当はセットでや

らないといけないが、既にもう被害が起きている、何とか

してほしいという人たちがいる時に、責任追及の論争をし

ている間にも被害がどんどん大きくなるのではないか。そ

ういう意味でも、戦略的に分けていくしかないかもしれな

い。最後が責任の追及だろうと予想しているが、結局は技

術的な資金的なものだけになるかもしれない。いずれにせ

よ、責任問題が一番難しいだろう。 

 

（フロア） 

 中国では国際標準を積極的に取り入れながら規格を作

ってしっかり守っている。工場の立ち入りもそうだし、税

関でも化学物質のデータがきちんとしていないと通過で

きない。企業にとっては、今の中国は厳しいイメージがあ

る。環境規制のところでも規格が整備されていると思うが、

今日の話を聞く限り、問題企業に当局が立ち入って調査を

しているイメージがわかなかった。政府の対応についても

う少しお聞かせいただけないだろうか。 

 

（大塚） 

NGO が問題対策に取り組んでいるということが一つの裏

返しだ。政府がしっかりやっていないから NGO がやらざる

を得ない部分がある。政府が全くやっていないわけではな

いが、この問題を考えるにあたり、きちんと効果的な頻度

でインスペクションができるようなマンパワーや、それを

支えるような資金手当てがされているのかという点が重

要であろう。別の現場の話だが、某工業経済開発区の管理

事務所の職員、厳密には公務員に準ずる一番末端の行政官

だが、彼は車代も出ないと言っていた。それでもやらない

といけない。それは沿海部の非常に経済発展が進んだ地域

だった。制度はできても、それを動かすためのメカニズム

と保障するための人とお金がついていない。あちらこちら

を見ていると、机上においては素晴らしいものも、現場に

行くとギャップがある。こういった現実的な側面がある。

腐敗や汚職の問題もあるだろうし、規制逃れもあるだろう

が、マンパワーと資金の欠如の方が大きい問題かもしれな

い。 

 

【閉会】 

（JST 倉澤上席フェロー） 

行政も含めて、草の根で対処することもなかなか限られ

ているという、非常に規模の大きい問題だということを改

めて考えさせられた。今日はありがとうございました。 

               （了） 
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2．講演資料 
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