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はじめに

新興工業国は､経済発展の初期段階から一般の公害対策に加えて地球規模での環境問題

への対応が迫られている｡この点で先進工業国が､当初主として局所的な環境問題(公害)

への対応することで経済成長を成し遂げてきた発展過程と大きく異なる｡先進工業国は経

済成長を成し遂げた後に地球規模の環境問題への対応が迫られるようになったことで､先

進工業国の側に､新興工業国が現在抱える環境･経済問題解決のための十分な理解がある

とは言えない状況にある｡経済成長とともに加速する新興工業国の環境問題解決のために

は､先進工業国は､環境汚染の内部化に成功したプロセスにおける政府･企業の役割(対

策)を明らかにし､新興工業国がとるべき環境対策の方向を示して行く必要がある｡

現代の新興工業国(中国およびアジアNIES)は､国際市場における工業製品の飽和を考

慮すれば､いっそう厳しい経済条件下で環境保護を進める必要にさらされている｡この現

実をふまえ､本研究は､新興工業国側の要請に基づき､環境政策がそのマクロ経済全般に

もたらす効果を明確にすることを試みたもので､経済成長の維持と地球規模での環境保全

を合わせた持続的経済成長のための政策立案に対し有効な情報提供を通して､新興工業国

が自らの環境対策を進めていくため指針の提供を目指してきた｡

この報告書は､大きく二つの部分からなっている｡第一部の｢EconomicDevelopment:

EnvironmentPerspective(経済発展:環境の視点)｣は､主としてこの研究に携わった研

究者の経済発展と環境保護にかかる研究成果をまとめたものである｡ここでは､2000年に

この科研プロジェクトの一環として開催した国際シンポジウム｢Environment,and Our

Sustainabilityinthe21stCentury:UnderstandingandCooperationbetweenDeveloped

and Developing Countries｣において報告いただいた中国国家環境保護総局司長(部長)

の彰近新氏およびシカゴ大学経済学部のジョージトーリイ教授の論文をプロシーディン

グスから再録させて頂いた｡

第二部の｢EconomicGrowth:RegionalPerspective(経済発展:地域の視点)｣は2000

年に寧夏大学と共催した『中国西部経済発展国際シンポジウム』において報告された論文

のうち地域開発の視点から経済発展を分析した研究を収録している｡地域開発の論文を同

時に収録したのは､環境問題の解決にはその地域それぞれの政府と民間の地道な取り組み

がわけても重要であると私が考えたことに他ならない｡発展途上国の環境問題を解決に導

く鍵が､地域の経済発展パターンの厳密に分析を通して得られる可能性が高い､〕

第二部にも､シカゴ大学経済学部のトーリイ教授が『中国西部経済発展国際シンポジウ

ム』に出された論文を収めさせていただいた二,この論文は､寧夏大学の呉教授や私が､シ

カゴ大学でトーリイ教授の主宰されている中国の西部開発に関する研究会のメンバーに加

えて頂いていたことから､このシンポジウムのために書いてくださったものである｡▲また､

名古屋大学大学院法学研究科の加藤久和教授､同経済学研究科の塚田弘志教授は､この科



研のメンバーではなかったが､それぞれご専門のお立場から中国の環境問題と地域開発に

資するためということで論文を用意してくださるとともに本報告書への掲載を快く了承し

てくださった｡

本報告書の構成にかかる諸に加えて､寧夏大学と『中国西部経済発展国際シンポジウム』

を共催するに至った経緯､この科研プロジェクトがもたらした思わぬ波及効果およびこの

報告書が英語で編集された理由について簡単に触れさせて頂きたい｡

現在の中国の重点政策である｢西部開発｣と｢環境保護｣の研究を進めるべく寧夏大学

西部発展研究センターが2001年10月に設立されたことから､寧夏大学副学長で同センタ

ー主任(当時 現寧夏省社会科学院院長)の呉海鷹教授からの強い研究協力要請があった｡

この要請に対し､研究分担者の大分大学の静進軍教授と相談の上､この科研プロジェクト

の最終報告会を寧夏大学の『中国西部経済発展国際シンポジウム』に併せて開催すること

にした｡中国の環境問題への貢献姿勢を明確できかつ我々の研究成果を公開できる絶好の

機会ととらえ､積極的な協力を行うこととなった｡もともと我々の研究は､先にも述べた

とおり､先進国の公害克服の経験を経済学的に明らかとすることで環境問題に直面してい

る新興工業国の環境政策に寄与することを目的としたものであることから､寧夏大学にお

いてこのような形で我々の研究成果を発表する機会が与えられたことは､誠にうれしいこ

とであった｡

この研究プロジェクトでは､2002年度に西安市､桂林市､南寧市､2003年度には寧夏省

で､政府の環境政策と企業の対応に関する質問票調査を実施した｡この調査では､国家環

境保護総局の彰近新司長および北京大学環境科学研究所の来股基教授の研究協力をお願

いし､突先生の大学院生をそれぞれの環境保護局に派遣してもらい､その院生が現地での

調査員の指導を行うという形で企業調査を進めることができた｡3人の北京大学の院生が

協力をしてくれた｡寧夏大学でのシンポジウムに突先生がこの3名の大学院生を伴ってい

らしたが､驚いたことにはこの院生たちが､集めたデータをもとに自分たちですでに企業

の環境対策に関する分析を始めており､その成果をシンポジウムで報告してくれた｡寧夏

大学の呉先生も､寧夏省での質問票調査のデータをもとにこの報告書の第7章に収録した

研究をまとめられていた｡

私は､この瞬間まで､中国において､研究者自らがデータを採りそれをもとにして自ら

が環境政策と企業の対応に関する分析を行い自らが政策提言を行うようになるには今しば

らくの時間がかかると考えていた｡このゆえに､｢公害先進国･環境先進国｣の日本が主

導する形で､中国の環境をテーマとする研究プロジェクトを進めた｡ところが､研究成果

の公刊においても､寧夏大学の呉教授に先を越されてしまうといううれしい誤算が生じた｡

我々の研究チームの報告を含む『中国西部経済発展国際シンポジウム』での報告論文は､

中国語に翻訳され《中国西部経済発展理論と実証研究》として一足先に中国経済出版社か

ら出版されたr.
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出版の計画段階から､この科研プロジェクトに対して研究協力をしてくださった多くの

方々､さらにはこの科研の研究分担者や研究協力者から､一連の研究成果を英語版として

編集してほしいとの希望が出されていた｡特に､中国の研究者に､この要望が強かった｡

この要請に応えるべく､また我々の研究のいっそうの国際化を図るという目的を兼ね､こ

の報告書は英語で編集することとなった｡本報告吾が､表紙と前書きを除き､英語版とな

ったのはこの事情による｡

この文部科学省科学研究費補助金『環境関連財政支出および企業の環境対策によるマク

ロ的経済効果に関する日中比較研究』を終えるにあたり､このプロジェクトに対しさまざ

ま形でご助力をくださった方々に対して､研究チームを代表しお礼を申し上げたい｡わけ

ても､名古屋大学名誉教授飯田経夫先生､中国国家環境保護総局司長彰 近新氏､シカゴ

大学経済学部名誉教授ジョージ･トーリイ氏､韓国エネルギー経済研究所所長李相馬昆氏､

中国寧夏省社会科学院院長呉海鷹氏からはなにものにも代え難い貴重なご助言と多くの

支援を受けた｡この方々のご理解なしにはこの研究プロジェクトはけっして成立しなかっ

たといっても過言ではない｡

最後に､名古屋大学経済学研究科事務局の効率的にしてかつ心のこもった研究サポート

に対して感謝の意を表したい｡事務長の鈴木宏治氏(ご退官)､同古田牧夫氏､庶務掛長

の中山聖英氏､会計掛長の小林雪子氏(ご退官)､同林光治氏､会計掛主任の伊藤誠氏､

会計掛事務官大場亮氏､同小椋友明氏ほか大勢の方々の研究支援に対し感謝申し上げたい｡

研究チームを代表して

名古屋大学大学院経済学研究科助教授 荒山裕行
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Foreword

StrengtheningMutualUnderstandingandCooperation

towardtheNewCenturyofSustainableDevelopment

JinxinPENG†

In the turn ofthe new Millennium,the environmentand developmenthave become

muchmorepressingissuestobeaddressedbythewholeworld･Ifwereviewtheglobal

environmentanddevelopmentinthepastcenturywithatrans-Centuryinsight,WeWi11

nndthatalthoughthehumanbeinghadexperiencedtwoworldwarsthatki11ednearly

80millionpeopleinthefirsthalfofthiscenturytheyalsoepjoyedremarkablescienti丘c

innovation,Signi丘canttechnologicalbreakthroughs,andthescientificandtechnological

progresshadpromotedtherapideconomicgrowthandglobalization･The20thcentury

is a century when the human being has advanced on bothindustrialization and

urbanization.Itis also
a century when the human being,Challenged withserious

environmentalproblems,madewisechoicetoembarkontheroadtoanewcenturyof

sust,ainabledevelopment.

History has told us that the human civilization has developed from the

primitive stage to advanced stage,With mankind.s knowledge onenvironmentand

developmentgraduallydeepeninglnthisprocess･Inthisprocess,mankindhasbeen

studyingtheworld,andalsoaccumulatingknowledgeandexperiences･Thisisbecause

ofthatthemankindhascreat,edthevastmaterialwealthand splendidcultureswith

theirownbri11ianceandintelligence.

Theeconomicandsocialdevelopmentinthiscenturyhasshownthatmodern

science andtechnology are greatenginesofthe globaleconomic growthand social

progress･Inearly20thcentury,SCienceandtechnologycontributedmerelylOpercentof

the economic growth evenin some developed countriesthat were moving toward

industrialization.Tbday,however,SCience and technology are contributing to60-80

percentoftheeconomicgrowthinthedevelopedcountries,SuChastheUnitedStates

andJapan.Inthedevelopingcountries,SCienceandtechnologyarealsomakingmuch

greatercontribution to the economic growth･In China,forinstance,SCience and

†PENG,Jinxin,GeneralDirector,StateEnvironmentalProtectionAgency
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technologycontributetomorethan33percentoftheirgrowth.

Because of theimmense role of science and technologyin economic

development,theglobaleconomicproductJionvaluehadincreasedfromUS$2.3trillion

in1900toUS$39trillionin1998,repreSentinga17fo1drise.Theglobaleconomicvalue

duringthethreeyearsbetween1995and1998surpassedtheentireagriculturaloutput

fromthebeginningofthe humanhistoryto1900.In1950,the totalvolumeofglobal

tradewasmerelyUS$380billion,WhilethevolumereachedUS$5.86trillionin1997,

representinga15fo1dincreaseinlessthannvedecades.

TheWorldTradeOrganization(WTO),Whichiscomposedof135membersand

alsocalledthe t■economicUnitedNations",isbecomingthe majorcarrierofeconomic

globalization,･Withtheeconomiccooperationandtradeamongitsmemberstakingup95

percentoftheworld.stotaltradevolume,Whichhasbeenexpandingatanannualrate

Of5percent.Worldwide,thereare45,000transnationalcompanies,Whichhave more

than280,000branchesandamliatedenterprisesandmorethanUS$1trillionoverseas

investment.The transnationalcompanies also contro140percentofthe world gross

production value,50-60 percent ofinternationaltrade,60-70 percent of global

technology transfbr,80percent of the globaltechnology patents and90percent of

internationalinvestment.Obviously,eCOnOmicglobalizationhasbecomeanirreversible

trend.TbstopsuchtrendisjustasimpossibleastryingtDhalttherotationoftheearth.

Withtherapideconomicexpansion,thepaceofurbanizationisadvancingwith

greatspeed.Inthebeginningofthiscentury,theworld'spopulationwasmerely160

millionandonlylOpercentofthemlivedinthecities.Atthattime,therewere]uStten

Citiesintheworldwithapopulationsurpassinglmillion.Tbday,however,mOrethan3

billion,Or halfofthe worldpopulation,1ivesinthe cities,With the numberofurban

residentsrising nearly20folds.Currently,there are326cities with a population

SurpaSSinglmillion,and14citieswithapopulationsurpasslnglOmi11ion.

Theprogressofindustrializationandurbanizationhasgreatlyraisedthelevel

Oftheoveralllivingstandards.Althoughtheglobalpopulationhasrisennearlyfour

foldsfrom160milliontoover6billionovertheyears,theaverageannualincomehas

increasedmorethanfourfo1dsfromUS$1,500toUS$6,000,andthegrossoutputof

foodhasincreasedmorethan丘vefo1ds,repreSentinga払sterincreasethanthatofthe

populationgrowth･Althoughthereisahugegapintermsoflivingstandardsbetween

thedevelopedanddeveloplngCOuntries,therichandthepoor,themankindinthe20th

Centuryislivingwithsuchmaterialandculturalwealththatisunimaglnablebyour

ancestDrS.

However,thetraditionaldevelopmentpatternsincetheIndustrialRevolution,
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which has made some countries prosperous,has nonetheless kept some developing

COuntries and regions,including quite a fbw Asian count,ries,in poverty and

backwardness.The socialproductioncapacityandemciencyhaveimprovedalot,but

the globalresources and energy have been exceedingly exploited and the ecologlCal

environment was heavily polluted and destroyed.Although cert,ain socialgroups.

Short-termneedhasbeen satisned,thelong-terminterestoftheentire humanbeing

hasbeenhurt.Giventhis,the traditionaldevelopmentpatternhasnotonlyhiledto

promotethecommondevelopmentofthemankind,butJalsopollutedanddestroyedthe

environment,Whichiscrucialforthesurvivalanddevelopmentofthemankind.

Thisiswhatwecanseetoday:thecitieswhichcovermerely2percentofthe

Surfaceareaontheearthareconsumlng75percentoftheglobalresourcesandenergy,

With some cities growinginto places with higheconomic growth,high resources

COnSumptionandheavyenvironmentalpollution.Since1900,theuseofwaterinurban

areashasincreased19fo1ds,Withtheindustrialuseofwaterincreasingmorethan26

fo1ds.Currently,a quarter Ofthe citiesin developingcountries are suffbringfrom a

Shortageofsanitarydrinkingwater,With5millionpeople,including3millionchildren,

killedeveryyearbywaterpollution-relateddiseases;theairqualityintwothirdsofthe

Citieshilstoreachthesetstandard,With2.7millionpeopleeveryyearkilledbytheair

POllution;more than420million urban residents have no access to thelest basic

sanitationhcilities,Withover500millionpopulationhavingnoshelteratall.According

tothelatestreportreleasedbythe21stCenturyWorldWaterResourcesCommission,

about25millionpeoplehadbecome‖ecologicalrefugees.一,SurPaSSingforthe丘rsttime

thenumberofwarrefugees.

Atpresentmorethan300milliontonsofsulfurdioxide,135milliontonsof

SuSpendedparticles and15,000tonsofnitrogenoxidein the whole world are being

dischargedintotheatmosphereannua11y.Exceptthatthewaterqualityofmorethan20

riversinNorthAmericaandEuropecanmetthedrinkingwaterstandardstipulatedby

theWorldHealthOrganization(WHO),theriversinmostofthedevelopingcountries

havebeenpollutedtodifhentdegrees.Thegarbageannua11yproducedontheglobeis

aboutoverlObi11iontons.MorethanllOcountriesandregionsthroughouttheworld

havebeenthreatenedbythedesertincationanddrought.Theworseningoftheglobal

ecologicalenvironmentisbringinglO-15percentofspeciestothebrinkofextinction.

Becausethetraditionaldevelopmentconceptanddevelopmentpatterncannot

SuStain,tOeXplorethe sustainable developmentpatternhasbecome asacredmission

forthepeopleofourgeneration.Thesustainabledevelopmentthinking,Whichwasput

forward by the World Commission on Environment and Developmentin1987and
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adopted by the UN Confbrence on Environmentaland Developmentin1992,is

becomingtheoverallstrategytoguidetheeconomicandsocialdevelopmentinmany

countries.

Ibelievethatthe sustainable developmentshouldinclude anenvironmental

conceptofeconomicallysustainablegrowth,aharmoniousandcoordinatedecological

conceptbetweenthemanandenvironment,andanequalandjustcaringconceptforthe

presentandalsoforthefutllregeneration･Thatis:

1.Thedevelopmentshouldpersistintheenvironmentalsustainability･Theeconomic

development cannot outstrip the renewable capability of the ecological

environmentalsystem,makingthebearingcapacityforeconomicdevelopmentand

environment maintain balance,and also makingthe existing environmentfor

humanbeingharmoniouslydevelop.

2.Thedevelopmentshouldpersistintheresources･basedsustainability･Theeconomic

developmentshouldtakethe sustainableuseofnaturalresourcesandenergyas

prerequisite,prOmOtingtheeconomicdevelopmenttoachievegoodeconomicbeneBt

andenvironment,alresult.

3.The development should persistin the socialsustainability･The economic

developmentshouldbebuiltonthebasisof一一afairandjustallocationofresources

amongthepresentgenerationandalsobetweenthepresentgenerationandthe

future generation一一,inorderto salbguardthe払irnessofeconomicdevelopment

betweendiftbrentgenerations.

Undertheabove-mentionedguidingprinciples,WeShouldmakereformtothe

traditionalproductionpatternsandconsumptionstyle･Inthe丘eldofproductionand

consumption,both the developed and developing countries should comply withthe

‖6-Rprinciples‖…

(1)Reduction:reducetheconsumptionofenergyandresources;

(2)Reuse: reusealltherawmaterialsandotherresources;

(3)Recycle: recyclealltherecyclableresources,includingtherecyclablewastes;

(4)Renewable:exploitandapplytherenewableresourcesandenergy;

(5)Replace: employasmuchtheenvironmentallysoundalternativetechnologleS

andproductsaspossible,meanWhilephaseouttheheavilypolluting

technologleSandproducts;

(6)Recovery: repairorreconstructthedegradedecologicalenvironment･
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Iwouldliketoemphasizethattheabove-mentionedprincipleshavebeenmore

andmore embodiedin thelatest Chinese environmentalpolicyinstruments and the

amendedenvironmentallegislation.

Boththehistoryandrealityhavetoldusthattheenvironmentalprotectionand

SOund development are closelyintegrated.The healthy environmentisthe basisfor

SuStainable development,and the sustainable developmentisthe guaranteeforthe

environmentalimprovement.Therefore,in the eve of the new century,the

decision-makersin governments,the competentinstitutions andindustrial

COmmunitiesshallpersistintheintegrationofenvironmentanddevelopment,andalso

PraCticetheintegrat,eddecision-makingforenvironmentanddevelopment.

Thehistoryandrealityhavetoldusthatpeaceandstabilityarethenecessary

COnditionsforthe environmentalprotection and sustainable development.The war

Surely destroys the environment.Justthink,When a country su鮎rsfromforeign

aggressionandintervention,howcanthiscountryprotectitsenvironmentanddevelop

itsnationaleconomy?Themostvaluableresourcesandenergywillbesurelydrainedin

thewarorconflicts.Thewarwi11bringsevere disastertotheecologlCalenvironment

andgreatsu脆ringtothemassesofpeople.

Thehist,Oryandrealityhadalsot,01dusthat,theenvironmentanddevelopment

are common challengeshced by the mankind.Theinternationalcommunity should

OVerStep the nationalboundaries,ethnic,Cultural,religious and social-SyStemat,ic

diffbrencestoprotecttheglobalenvironmentandrealizesustainabledevelopment.For

thesakeofourcommonfutureandalsoforallt,hecountries-ownpracticalinterests,the

developedcountriesanddevelopingcountriesshouldstrengthenmutualunderstanding,

andspecia11ythedevelopedcountriesshouldtakeactualactionstofulnllthecommon

but diffbrent obligations decided by the UN Conference on Environmentaland

Development and honor their commitment of丘nancialassistance and technological

transfer.These areimportant conditionsfor protecting the globalenvironment and

realizingsustainabledevelopment.
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