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はしがき

発展途上国では､環境政策を進めない限り長期的には国民の厚生水準が低下することが

先進国の経験から明白であっても､短期的には環境政策を進めることが経済成長率を低下

させる公算が高い｡また､先進国に比べて甘い環境基準を保つことは途上国の生産コス ト

を引き下げ輸出主導型の経済成長に有利 となるが､先進国との間にコス トの格差を原因と

する経済摩擦を引き起こす可能性を持っ｡ さらに､先進国における高い環境基準が､環境

汚染を引き起こす可能性のある製品の生産を､環境基準の相対的に甘い発展途上国へとシ

フ トさせ､この結果として､途上国での環境汚染の進行が加速 している｡

環境問題が地球規模に達するに至って､この状況は､発展途上国の内外的政策の選択に

関するジレンマにあるというにとどまらず､先進国にとっても途上国の環境政策は重大な

関心事となった｡ しかし､先進国自身がその発展途上段階でこのようなジレンマをほとん

ど経験することなくテイクオフ (成長-の離陸)を達成 してきたため､先進国側がこのジ

レンマ打開のための経験を十分に有するとはいえず､このことが､先進国にとって､途上

国が経済成長 と環境対策を両立させるための経済協力のあり方を考えるにあたって大きな

障害となっている｡

1978年の改革 ･開放政策以後､中国の経済は目覚しい経済成長を達成した｡郷鎮企業 (磨

村企業)はこの中国の経済成長に大きく関わってきた｡ しかし､これと同時に､郷鎮企業

(とりわけ郷鎮工業)による急速な環境の汚染が大きな社会経済問題 となったことは周知

のとおりである｡

本研究は､国家環境保護総局および中国の研究者と共同し､環境汚染の内陸部への拡散

状況を､郷鎮工業を対象 とする現地調査によって明らかにすることを試みるもので､平成

8-10年度文部省科学研究補助金 (国際学術研究)を受けて進められた｡調査結果に基づ

き､環境汚染の内陸部-の拡散を有効に阻止できる国内経済政策のあり方､および､地域

格差の大きい中国の環境問題の解決に向けて我が国のとるべき有効かつ効率的な協力 ｡援

助のあり方を明らかにすることが本研究の主たる目的をなす｡

平成 8年には､第 1回中国側訪 日調査 (H8.7.21･7.28)､および､第 1回 日本側訪中調査

仕Ⅰ8.ll.24-12.4)を実施 した.郷鎮工業の環境問題に関する研究論文を双方の研究者が報告

を行 うことで､郷鎮工業の環境問題に関し､ 日中の研究者間に､共同で調査 ･研究を進め

るための基本的な合意が形成されることが目指された｡さらに､中国における郷鎮工業に

対する環境政策､およびその実施状況については､国家環境保護局 (当時)における聞き

取 り調査､天津市および河北省で現地調査を実施した｡現地調査および論文の交換を通 し､

郷鎮工業の設立 ･発展の経緯の中に､すでに環境問題が生じるメカニズムが存在 している

ことを明らかにした｡また新たに 1996年 8月に公表された中国国務院の 『環境保護に関

する若干の問題に対する決定』により中国における環境政策の基本方針が示され､郷鎮企

業の環境対策としては､規模が小さく環境対策の改善が進む見通しの低い 18類 15小の郷

鎮工業の操業停止を含む政府主導型の政策が進められていることなどの知見が得られた｡

郷鎮企業の業態が予想以上に複雑であり､郷鎮企業における環境の現状 と対策に関して

統計的に有意な分析結果を導出することが極めて困難であることが判明した｡これを踏ま

え､1997年度に実施予定のアンケ- ト調査に向けて､調査項目の選定､調査単位の選択な

どの再検討を開始 した｡

平成 9年度には､郷鎮工業を対象にしたアンケー ト調査の実施に当たり､まず､山東省

新泰市で予備調査を実施 した｡予備調査の集計結果を参考とし､雲南省西双版納州､昆明

市､江蘇省張家港市において､郷鎮工業アンケ-ト調査を主目的とする第2回訪中調査 (本

調査 H9.9.14･9.26)を実施 した｡同時に､天津市環境保護局､青島市環境保護局､および､



威海市環境保護局の協力を受け､これらの市においてもアンケート調査を実施した｡

平成 10年度は､予定研究年度の最終年に当たることから､各研究者がそれぞれの研究

を取りまとめる作業を進めた｡研究組織全体としては､訪 日調査および訪中調査を実施し､

3年間の研究成果の発表およびその検討を行った｡

第2回訪 日調査 (Hl1.1.24-1.29)では､名古屋大学において研究成果検討会 (チ-マ :

『中国における市場経済化の進展と環境問題』)を開催 し､郷鎮工業の環境問題の現状 と

環境対策の効果に関する分析結果を公表 した｡併せて､中国国家環境保護総局政策法規司

長彰近新氏による特別講演を実施 した｡さらに､中小企業の廃水処理施設､および関西地

区の環境関連機関の視察を行った｡第3回訪中調査 (班ll.2.23-2.28)では､国家環境保護

総局が主催する検討会において本研究の総括を行い､政策的提言および継続して行われる

べき将来の研究課題について国家環境保護総局関係者および中国側研究者との協議を実施

した｡

本研究は､ 1)郷鎮工業の環境に関する実態調査とその分析および 2)環境政策と郷鎮

工業の環境対策に関する二つの研究分野から構成されており､それぞれの研究の概略は以

下の通りとなっている｡

実態調査とその分析の一環として､二つの実態調査が実施された｡第一は､前述の荒山

および竹歳が中心となり実施した郷鎮工業を対象とするアンケー ト調査である｡ 予備調査

を含めると優に300社を越える企業からの回答をもとに､主として線形対数分析の統計

手法を用い､郷鎮工業における環境問題の現状､環境対策､環境対策を進めるに当たって

の問題点などを明らかにする試みがなされた｡第二は､静の､国家環境保護局 ･農業部 ･

財政部 ｡国家統計局が共同実施(1996年)した 『全国郷鎮工業汚染源調査資料』に基づく､

郷鎮工業の環境汚染の現状､その産業別の構造､地域分布などについての分析である｡

環境政策と郷鎮工業の環境対策の研究としては､雀が中心となり天津市環境保護局のス

タッフによる天津市の郷鎮企業における環境政策と企業の対応に関する研究がまとめられ

た｡李啓家は､中国における環境立法の現状と展開の方向性についての環境法の観点から

分析を進め､また､李近 順は､持続可能な経済発展の観点から 21世紀に向けての中国の

環境政策についての総括を行った｡吉野は､日本の政府開発援助における対中国の環境o

DAの現状､問題点､今後の方針についての整理を進めた｡

これらの研究成果は､この報告書に学術論文の形でまとめるとともに､より読みやすい

形に整理し可能な限り早い時期に公刊すべく､荒山と辞が中心となり現在準備作業を進め

ている｡

最後となったが､本研究の実施に際して多くの組織 ･機関から協力を賜った｡言うまで

もなく､これらの協力なしにはこの研究を一歩たりとも進めることは不可能であった｡本

報告書にお名前をあげることで感謝の気持ちを表したい｡

研究チームを代表 して

名古屋大学経済学部 荒山裕行
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黒龍江省略布寅市迅速破璃鋼廠

他アンケ- トにご協力いただいた 300社にのぼ る匿名郷鎮企業

(順不同)
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第9章 細鎮企業の汚染防止対策及び援助方式

天津市環境保護科学研究所 李 万塵

天津市の郷鎮企業は 50年代から始まり､70年代末になって高度成長期に入った｡1995

年郷鎮企業の数は既に4万余りに達し､生産高は 1100億中国元に上り､全市の工業総生

産に占める割合は 46%まで伸びている｡すでに郷鎮企業は､本市の経済発展において重要

な役割を果たしているのである｡しかし､農村各地にばらばらに散在している郷鎮企業は､

環境問題に当たっては管理が難しく､また一般的に技術水準が低く設備も旧式で生産工程

が遅れているため､汚染対応能力が要求される水準に遥かに及ばないという問題を抱えて

いる｡従って､農村の生態環境をひどく脅かしているのである｡

李鵬首相は演説で､｢小型の製紙工場や化学工場一つで､河Jt卜 つを汚痕してしまって､

何十万もしくは何百万人の都市や農村人口の生活用水が脅かされ､民衆の反発が強い｡こ

の問題は､五年以内で完全な解決を実現してほしい｡｣と語っている｡ 郷鎮企業における

汚染防止策の研究と制定は､21世紀に向けての中国の環境保護措置中､優先される行動

なのである｡

1 碑鎮企業による汚染の原因

郷鎮企業の急速な発展と同時に､天津市経済技術開発区の決起が注目される｡10年間の

開発及び建設で､1994年末までに面積 16.8平方キロメー トルの土地開発を完成し､その

内､工業区が 12.3平方キロメー トルを占める｡各項目の累積投資総額は 15.3億米 ドルに

達し､1994年の工業総生産額は 149.1億元に達した｡この開発区は､天津市で土地利用

度及び経済成長率が最高の区域となっており､本市の新たな経済成長地域になりつつある｡

開発区では､経済の高速成長に伴う環境面での状況悪化が見られず､経済発展と環境の調

和が達成されている｡

郷鎮企業と経済開発区の企業とを比べてみると､地理的位置､経済成長方式､環境意識､

牡的関与､技術レベル等において､いずれも大きな差が存在 していることが分かる｡この

ような差は､解決困難な郷鎮企業による環境汚染の主な原因である｡

姉鎮企業における環境汚染が開発区のそれとどのように異なるのかについては､次ペー

ジの表 1のようにまとめることができる｡

2 坤填企業における汚染防止対策

郷鎮企業の環境汚染防止対策は､1)汚染防止の戦略的対応､2)技術支援システム､

3)郷鎮企業環境汚染防止対策､4)郷鎮企業環境汚染防止対策の系統に整理することが

できる｡
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表 1 郷鎮企業と経済技術開発区の企業の比較

郷鎮企業 経済技術開発区

企業分布 分散 集中

企業規模 中小型企業を主とする 大中型企業を主 とする

経済成長方式 粗放型 集約型

生産工程 .設備 旧式 先進

企業内環境.対策 弱め 健全

運営者環境意識 低い 比較的高い

末端処置状況 悪い 要求基準に達している

企業の環境イメージ 悪い 良好

製品の環境行為 汚染が強い 汚染が弱い

給熱方式 分散 集中給熱

域内総合対処措置 無 し 建設検討中,例えば 10万 トン/ 冒汚水処理工場等

汚水排出先 非合理的な排出先が大多数を占める 合理的な排出先がある

1)汚染防止の戦略的対応

汚染防止は､①末端処理から生産過程における練合的対策､②濃度制限から濃度および

総排出量規制-の移行の二つの手段で推進する｡

① 末端処置 - 全過程コン トロール

② 濃度制限 - 濃度と排出総量の組み合わせ制限

2)技術支援システム

クリーン生産工程-の静行- 有害物質や廃物の排出量を減少あるいは無くす工程

ISO14000環境管理システム- 企業内環境管理システムの助成

環境会計審査 一一 企業内審査スタッフの養成

3)郷鎮企業環境汚染防止対策

郷鎮企業向け汚染防除技術の提供｡以下の研究センターの設立が考えられる｡

天津市クリーン生産普及センター

天津市 ISO14000システム教育センター

天津市廃棄物交換センター

天津市郷鎮企業汚染処理工程技術センター

4)郷鎮企業環境汚染防止対策体系の確立(詳細は資料 1参照)

検査､監督機関 一 区､県環境保護局
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業種ごと､企業ごとに排出量を定めて､制限する

区域内排出量を定めて､制限する

主な技術手段 - 排出総量規制

3 援助のあり方について

日本側に期待する援助項目:

中 ･日工業汚染防除技術養成 ･研究センターの助成

･計画的に 〔天津一北方一全国の)企業に対し､工業汚染防除技術の養成を行 う (教材作

り､養成､モデルを立てること)

･2005年までに各企業が基準通りになることを目標に､関係企業にシステマティックな技

術を提供し､サポー トする

･国際的視野をもつ養成､研究､諮問､経常等が一体化した技術サービス機構を設ける

･姉鎮企業汚染防除モデル県 (郷)を一つ作る

中日提携郷鎮企業汚染防除技術養成 ･研究センターにおける主な活動内容 :

汚染企業が環境基準通りになるためのシステマティックな技術支援を行 う

･スタッフ養成- 企業のリーダーたちの環境意識を高め､汚染予防技術を勧める

･国内外の最新情報を提供する

･産業別の環境保護技術ハンドブックを提供する

･応用技術の提供 (BAT)

･生産過程における環境会計審査の推進に協力する

･外国の清潔生産技術の移植

･企業に先進的パテントや設備を提供する

経営

･外国工業汚染処理技術の移植 (特許の譲り渡し)や設備の導入 (商売)

日本側の援助方式 :

･専門家を派遣して諮問にあたる (短期､中期､長期)

･養成計画を編成する

･スタッフ養成に参画する

具体的には､ベテラン教師の派遣､工業企業汚染防除企画の共同作成､日本で使われ

ている教材の提供

･実験企業選出-の協力

･養成授業に使われる器材や設備の提供

･産業別汚染防除技術ハンドブックの共同編集
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･日本における清潔生産技術の情報提供

･日本の清潔生産工程や技術の輸入 (特許の譲り渡し)

･日本汚染処理設備に関する中国市場の共同開発

･環境プロジェクトの共同受持ち

･郷鎮企業汚染防除モデル県 (郷)の樹立-の協力

4 備わった協力基盤

天津市科学技術 (管理)委員会及び同市環境保護局に所属する専門的科学研究機関とし

て､天津市環境保護研究所がある｡1975年に設立され､現在職員 202名､その内､科学研

究員が 170名にも達している｡同研究所は､環境管理研究課､汚染処理技術研究課､環境

工程課､工業化産業基地課の四つの支部からなり､各課にはいくつかの研究室や実験室が

ある｡

同研究所の主な研究分野は以下の通りである｡

1)環境保護政策､法規､基準及び審査

2)地域生態環境保護及び環境汚染総合防除

3)汚染処理技術の研究及び商品開発

4)汚染処理工程

同所設立以来､国家､部庁､市から併せて 130項目を超える研究課題の依頼を受け､そ

の内 44項目において国家､部庁､市からの表彰を受けた｡また､43項目の大､中型汚染

処理工程の設計を請け負い､数多くの環境保護商品の開発にも力を注いだ｡国家環境保護

局と人事庁から ｢全国環境保護先進機関｣ と辞されたほか､天津市政府から ｢天津市基幹

研究所｣の名称が送られ､国家科学技術 (管理)委員会からは全国ソフト科学研究機構研

究実力ベス ト80に選ばれた｡

現在取りかかっている研究項目:

1)天津市工業汚染防除ス トラテジー研究

2)天津市郷鎮企業汚染防除ス トラテジー研究

3) ISO14000環境管理システム基準の実施に関する準備作業

EU (欧州連合)がシンガポールで開催するⅠ.SO14000養成機構に技術者を 20

名派遣すること､｢企業における環境審査基準｣の制定､全国の企業管理スタッフ

を主な対象にするISO14000養成センターを組織すること

4)天津市クリーン生産普及センターの開設

5)天津市における工業 (郷鎮企業を含む)汚染源調査及び排汚申告登録の実施

6)天津市郷鎮クラス環境保護企画

7)｢海ラン河流域｣(天津及び周辺地域)水質汚染物をめぐる排出総量規制の研究

8)天津市における汚染物排出総量規制の実施に関する保証体制
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9)工業汚染処理工程技術センターの設置

10)工業汚染処理工程項 目の受入れ

内外の専門家 と協力 し合って､ 21世紀に向けて､これからの環境問題に挑み､地球上

の環境保護に貢献できることを､本研究所は目指 している｡

(釈 :蓋 世室)
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