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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 10章 鋸盤企業発展の持続可能性

天津市環境保護局 劉 文仲

環境保護と経済発展は､今日国際社会からもっとも関心を寄せられている重要問題の一

つである｡ 環境保護と経済発展の不可分性は､人類が模索と研究を重ね､しだいに辿り着

いた国際的な課題である｡ 持続可能な発展というのは､まさに環境保護と経済発展の関係

の深い認識のもとに提起された､全地球共同発展の戦略的理論である｡ これは既に科学技

術の新たな推進力となり､同時に文明社会のシンボル､人類が協力して追求すべき目標 と

なっている｡

郷鎮企業の持続的発展をいかに実現するかは､わが国の農村経済発展と生態系保護に関

る根本的な問題であり､しかもいち早く対応 しなければならない現実的な問題である｡ こ

こでは､まず姉鎮企業の特徴及び農村生態環境との関係を認識する必要があり､その上で

経済､技術面の対策及び行政上の措置を検討し､さらに宣伝効果の検討も進める｡

1 輝鎮企業の特徴及びその発展経緯

郷鎮企業というものは､中国の特色ある農村工業体系で､主に以下の特徴がある｡

1)分布が広い｡郷鎮企業は広く農村生態環境に分布 しており､｢村々に火が灯り､あ

ちこちに煙が立つ｣という状況を生み出している｡天韓市223姉鎮 (町村)が所轄する3870

の村ほとんどに姉鎮企業があり､姉鎮企業が存在しない村はわずか5%にすぎない｡

2)産業分野が多岐にわたる｡ 姉鎮企業の製品は種類が豊富で､飛行機やロケットのよ

うな少数製品を除き､ほとんどの工業製品が生産できる｡さらに国有企業にない部類まで

郷鎮企業で見つけることができる｡ 天津市郷鎮企業には､併せて 35種の産業があり､136

部類ある｡

3)発展が速い｡国の改革開放政策を追い風に､ここ十数年来､郷鎮企業は飛躍的発展

を遂げている｡天津で言えば､郷鎮企業数は､1984年の 屯800より今日の 38,500に成長

し､年生産額も 1984年の 22.7億元が､今日では 1,000億元あまりに伸びてきた｡従業人

数は､1984年の数万人から現在は80万人あまりにまで増えた｡

4)規模が比較的小さい｡郷鎮企業の内訳をみると､郷鎮所属のもの､村所属のもの､

数家族合弁のもの､個人のものという構成であって､規模が比較的小さいG天津市の場合､

郷鏡のものが5%､村所属のものが 20%､合弁のものが 15%､個人のものが 60%となっ

ている｡企業の規模を固定資産でみると､100万元を超えた企業はわずか 15%で､100万

元以下の企業が 85%と主流を成している｡各企業の平均固定資産はわずか 20万元にすぎ

ない｡
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5)設備が老朽化 している｡郷鎮企業は､60年代の社隊 (人民公社生産大隊集団所有)

企業をもとに創 られ､発展 してきた｡80年代の初期､経済体制の改革や都市工業の農村-

の拡散に伴い､多数の老朽化 した設備が郷鎮企業に移されてきた｡調査によると､現在使

われている設備は､30年代のものが 20%､50年代のものが 30%､80年代のものが40%､

90年代のものが 10%となっている｡

6)労働者の教育水準が低い｡郷鎮企業の多数は ｢土を離れても里を離れない｣型であ

り (っまり農業を離れても地元を離れない人からなる)､職工の 95%以上が農民である｡

そのうち､中学校卒業者 50%､高等学校卒業者 10%､大学卒業レベルのものはわずか 0.1%

しか占めていない｡相当の数の従業員が文盲あるいは半文盲である｡管理の水準にしても､

生産技術の水準にしても比較的低い段階にある｡

郷鎮企業は自身の成長や科学技術投資の増加に伴い､新 しい発展傾向も見せている｡ 具

体的には以下の通 りである｡

1)規模の利益を追求｡小型企業は経済市場で弱者に属する｡分化統合により､数多く

の規模型企業あるいは企業集団が現れている｡統計によると､工業生産額が 100万元以上

の企業数は 5,394個あり､企業総数の 52.9%を占めている｡とりわけ､年生産額が 1,000

万元を超えた企業は 657戸に達 し､年生産額が 1億元を超えた企業も 16戸ある｡このよ

うな規模の利益の追剰 こより大型化 した郷鎮企業は､既に全市郷鎮企業安定成長の中堅を

成 している｡

2)分散型から集中型-｡村や鎮の建設､それに小さい町の建設に伴い､多くの工業プ

ロッタが作られている｡現在のところ､全市で区県クラスの工業ブロックは 12ヶ所あり､

郷鎮 (町)クラスのものは 230ヶ所､柑レベルのものは 800カ所余 りある｡工業企業が相

対的に集中し､給水や送電､交通､環境保護等を集中配備する上で効率的である｡

3)労働型から技術集密型-0｢火花計画｣(農村経済の発展に点火するとい う意味で､

中国の役所などで比愉的に使われている慣用表現)の実施に伴い､数多くの企業が進んで

技術や人材を導入 し､新 しい設備を取り入れている｡その結果､技術水準の高い企業が上

昇の傾向を見せている｡調査によると､近年技術改造プロジェクトが 500件完成されてお

り､新しい製品が 2,000件余り開発され､先進技術が積極的に採用されている｡その内､

国際水準に達 したものが 20件､海外の技術を導入 したものが 33件､国内先進水準に連し

たものが 30件､本市以外の国内の技術を導入したものが 226件､国から特許をもらった

ものが 45件であった｡

4)閉鎖型か ら開放型-｡対外開放の深化 と市場経済の発展につれて､企業開放の度合

いも拡大 し､輸出指向型の企業が多くなってきている｡全市で輸出製品を生産 している郷

鎮企業の数は 1,12日､｢三資｣企業が 388ある｡輸出引渡額が年 100万元を上回る企業は 678

あり､輸出引渡額が年 1,000万元を越えた企業も131ある｡
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2 農村生態環境に封する静鏡企業の影響

郷鎮企業の特徴及び発展傾向の分析から､郷鎮企業が農村生態環境にもたらす影響とそ

の環境汚染を解決する機会が同時に見えてくる｡

1)工業廃棄物の大量放出

製紙､皮革､建築材料､機械､紡績､冶金､化学工業､食品等産業を対象に調査した結

果､年間廃水排出量は 1,749.48万 トンに連している｡そのうちクロムを含む廃水が 47.70

トン含まれている｡ 廃ガス排出量は 31,616.55万立方メー トルで､その内二酸化硫黄が

603.19トン､粉塵 5.08万 トン含まれている｡また､固体廃棄物は 14.74万 トン排出され

ている｡

2)汚染物処理水準が低い

全市郷鎮企業の廃水処理量は 557.68万 トン､処理率は 34.7%､さらに処理後所定基準

に達した水量は 219.29･万 トンで､処理量の 42.9%しかない｡浄煙除塵率は 47.5%､工程

ガス浄化処理率 19.3%の水準である｡ このように､郷鎮企業の汚染物の処理について､そ

の処理率が低いことと､処理設備の技術が遅れているため処理後の基準達成率が比較的低

いことが分かる｡

3)工業汚染物が直接農村生態環境へ捧出される

郷鎮企業は農村生態環境のなかに散在しており､各種の汚染物は合理的な排出先がない

ため､直接周囲の生態環境に排出されている｡廃水を例に取ると､直接農地付近の溝や池

などの用水路に排出しているケースが全体の 78.28%を占め､その他､農地-の排出が

0.15%､河川-の排出が 5.65%､荒れ浜-の排出が 0.92%､地下-の浸透量が 4.75%と

なっている｡

4)鯉鏡企業が農業生産にもたらす直接被害

このように郷鎮企業が出している汚染物は直接に農業生態環境に排出されていて､しか

も十分な胎理 (汚染を除去､或いは低減させること)が行われていないため､土壌と水質

を汚染している｡突発的汚染事件だけでも農業生産に巨大な損失を与えている｡ある統計

では､全市で汚染された農地は合計 30万ムー (約 2万-タタール)を超え､穀物､野菜､

果物を約 0.6万キログラム減産させ､経済損失は 1,000万元を超えている｡水質汚染は (水

面計算で)9,140ムー (約 らlo-タタール)に達し､死魚 6万kgの経済損失は 160万元

を起えている｡汚染による間接的な損失を含めれば､経済損失額はもっと膨大の数字にな

るであろう｡
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3 蹄鎮企業の持続的発展対策をめぐる思索及び嚢践

近年､姉鎮企業の環境管理と結びつけ､郷鎮企業の持続的発展対策について､以下の思

索と実践が行われた｡

1)生態経済理論を応用し､鍵盤企業環境企画を作成する

郷鎮企業環境企画の趣旨は､まず持続的発展の実現にある｡ これは､姉鎮企業が農村経

済にとって切り離すことのできない一部分であり､また農業生態環境と併存しているなど

の特徴によって決められてい.る｡この環境企画は､農村経済全体の持続的発展の範囲内で

考慮されなければならない｡また､郊外と大都会の間には物､エネルギー､情報の流れが

あるため､郷鎮企業環境企画も､こうした都市と農村の一体化を背景にした大きな環境の

枠組みを考慮に入れて設計する必要がある｡

以上の事実を踏まえ､12の工業開発ブロックの環境企画を制定する際､とりわけ以下

の原則を守った｡

(1)持続的発展の原則｡工業ブロックの発展は､農業生産に不利な影響を与えないこ

と､また､子孫後世の生存と発展に不利な影響を残さないことを前程とする｡ 同時に､水

は生命の源､土は生存の拠り所であるため､環境企画は水資源と土地資源の保護を特に強

調する｡

(2)生態経済原則｡環境保護と経済発展が協調しあう関係にあることを明確にする｡

環境保護は経済発展の促進のためにあり､経済発展は良好な生態環境を前提とする｡企画

において､工業ブロック内各産業間の協調共存関係に注意を払 うのは勿論､工業プロッタ

周辺の経済環境がブロックに与える影響と､工業ブロックの経済環境から周辺地域-の輯

射も考慮に入れるべきである｡

(3)広域環境システム原則｡いかなる物も孤立的存在ではない｡即ち回りの環境と切

り離すことのできるものなど､すべて発生もしなければ､発展もしないのである｡企画に

おいては､工場の配置を重視するだけでなく､周辺の農業､養殖業､それに植生､生物資

源､水利資源､交通現状についても詳しく調査する必要があり､その上で､第一次産業と

第二次産業を調和させ､現地の自然資源や交通､エネルギーの優位な面を十分に活用する｡

(4)区域練合拍理の原則｡工業ブロックの環境企画である以上､着眼点を各汚染源の

拍理のみに置くことはできない｡規模の大きな企業の集合体に対しては､その規模に相応

する施設と設備をもって､その工業汚染物の練合的処理を図るべきである｡そのため､熱､

ガスの供給を集中的に行うことが好まれる｡エネルギー源の節約もできれば､集中的処理

にも便利であるoこの他､給水､排水ネットの統一企画も必要で､汚水処理工場を集中的

に建設し､汚染治理の社会化を目指す｡
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2)有利な資源を利用した産業育成

現地の自然資源や農産物資源を利用し､加工型企業を育てれば､エネルギーや物流の短

周期良性循環が実現できるだけでなく､環境汚染も抑えられ､さらに産品の付加価値が高

まり､全体的により高い収益が実現されることになる｡ 一部の生態モデル県及び生態モデ

ル区では､栽培農業と養殖業を発展させた上で､味噌漬物､食品加工､肉類加工､乳製品

加工､果物加工等の企業を育て､｢栽培業､養殖業､加工業｣ を一本化 した生産経常形式

が定着している｡調査によると､天津市では､農産物を原料とする加工企業が 3169あり､

他に肉類､乳製品､水産品､果物の加工企業が 87､木材加工企業が 370､工芸美術品製造

業が 406ある｡ これらの汚染物質を排出しない､或いは汚染物質の排出量が少ない企業は､

郵相両クラスの郷鎮工業企業の約 40%を占めている｡

3)国家の環境法規に基づく新 しい汚染源の制限

郷鎮企業は農村経済の大黒柱であり､既に原始蓄積の段階を過ぎている.一つの地区内

では環境の容量に限界があるため､ただ企業の数を増やすだけで経済の発展を追求するこ

とにも限界がある｡そこで､新投資による発展方式から合理化による発展方式に切り換え

る必要性が生じてくる｡即ち､技術の集約化､生産プロセスの改革や企業内部の潜在力を

掘り起こす方法で､経済収益の増大を図らなければならない所に来ているのである｡この

考えに基づき､新規プロジェクトの審査を厳格にして新たな汚染源を制限することや､

つの地域における企業数のマクロ総量をコン トロールすることは､その地域の発展にとっ

て非常に重要なことである｡

(1)汚染レベル別､産業別管理制度の実施

新規プロジェクトを汚染程度により､①最も汚染が深刻な､②比較的重汚染､③比較的

軽汚染､④基本的に汚染無しの4つのレベルに分ける｡ ①に関しては､原則 として建設を

禁止する｡但し､その内特別な理由のある新規プロジェク トに関しては､市環境保護局の

厳格な審査を経た上で行政上の主管部門に申請し､許可を求める｡②に関しては､市環境

保護局の審査が必要で､個別で小規模なものについては､区あるいは県の環境保護部門の

審査でよい｡③､④に関しては､区あるいは県の環境保護部門で審査する｡

(2)｢環境影響評価｣制度の徹底

｢環境影響評価｣制度の原則に基づき､新規プロジェク トを種類と規模により､それぞ

れ形式の異なる環境影響評価を行う｡最も汚染が重大で､投資額が大きいプロジェク トに

対しては､環境影響報告書を作成させる｡ 比較的重汚染で､投資額がより大きいプロジェ

ク トに対しては､環境影響分析報告書を作成させる｡比較的重汚染で､投資額がより少な

く､工程も比較的単純なプロジェクトに対しては､環境影響報告表に記入させ､同時に環

境影響論証を行わせることになる｡一般項目に対しては､環境影響報告表-の記入で足り

る｡
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汚染型企業に対しては､建設中､｢三同時｣制度に従って厳格に管理する｡

例年の統計を見れば､1986年全市で環境部門の審査を経て許可を受けた招致のある郷鎮

企業は 450件あり､｢三同時｣の執行率は 32%であった｡1988年は 360件許可され､｢三

同時｣ 執行率 60%､1990年は 345件許可され､｢三同時｣ 執行率 76% ､1992年には 315

件許可され､｢三同時｣執行率 75%､1993年許可された建設項目は 340件あり､｢三同時｣

執行率 77% となっている｡10年来､8種類の最も汚染が深刻な産業の建設がなく､12種

類の最も汚染が深刻な産業において､1985年の325企業から､現在の 395企業に伸びた｡

操業停止や閉鎖等の要素を除けば最も汚染が深刻な産業を営む郷鎮企業数は 70増加 した

わけだが､この間に許可されずに却下された最も汚染が深刻なプロジェクトも合計 206件

あった｡

4)国の資源政策を遊行し､｢三鷹｣から ｢三化｣へ
わが国は資源の大国であるが､人口比にすると資源の小国になる｡従って､自然資源を

大切にし､合理的､総合的に利用すると同時に､廃棄物を再生して宝に変え､害を利に変

え､資源を永続利用する､といった資源政策を国が一貫して提唱してきた｡

｢三化｣とは､工業 ｢三廃｣(排気ガス､廃水､固体廃棄物)を価値のない状態から有価

の状態に変え､再利用率を高め､練合利用を推進する､資源化､無害化､減量化のことで

ある｡ これは汚染防止と環境保護にとって重要な手段であるだけでなく､生産を拡大し経

済利益を高めるためにも効果的な方法である｡

1989年から 1993年までの間､本市郷鎮企業が出している固体廃棄物の畳は､年間 9.4

万 トンから 11万 トンのレベルにある｡リサイクルに回される畳は､1989年の 5.8万 トン

から1993年の 7.2万 トンに増加し､リサイクル率は 1989年の62%から1993年の 66%に

高められ､多大な経済収益を収めている0第一石油化学工場と郷鎮企業の提携はその一例

である｡残油を原料として加工を加え､ディーゼルと液化石油ガスを生産する｡これによ

り操業一年目で､3,000万元の利益をあげることができたのであるo小さい製紙企業の間

では､パルプの回収技術が進められ､毎年 3,225 トンのパルプが回収され､225万元の経

済収益をあげている｡その上､石炭が 3,000 トン余り節約され､支出を 51万元節約して

いるほか､廃水の浮遊物の濃度も大きく減少した｡煉瓦業では､粉炭灰を内燃剤として使

うエネルギー節約技術の普及に努めた結果､毎年 30万 トンの粉炭灰が吸収され､煉瓦 1

万個の石炭消費量も0.65 トンから0.3トンに抑えられ､1年間に節約された石炭が 16.8

万 トンに及び､その経済的利益は 2,688万元である｡ちなみに､石炭の節約で､排気ガス

の排出も62.7億立方メー トルに減り､二酸化硫黄の排出を2.07万 トン減少させた｡

工業廃水に対 しては､2つの措置を散っている｡ 1つは､生産プロセスの改善により水

の工場内循環利用率を高める｡1993年の循環用水量は945万 トン､循環用水率は33%で､

1989年に比べそれぞれ 106.2万 トン増､4%増となっている｡2つ目は､リサイクルでき
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る物質を含んだ廃水に対して､可能な限りリサイクル措置をとり､汚水排出量を減少させ

る｡大捧区中塘郷では､毎年工業廃水の中から化学原料を 1,000 トン回収し､SR過酸化

水素稼働棟を生産する｡これは､国務院経済貿易観公室に ｢国家基準新製品｣ として表彰

されている｡また､食品業の廃水から蛋白質を抽出して､DP活性飼料コウジカビを生産

している｡ これは､国家の関係部門によって鑑定され､国家基準に達していると圃定され

ている｡大港ハルサ■メ工場がその具体例で､毎年蛋白質を 400 トン余り回収しており､48

万元の経済利益をあげてい る｡ 一方､環境効果 も目立っている｡ 当該郷 の廃水の

COD(ChemicalO叩genDemand化学的酸素要求量)は､1450mg/1から 353mg/1に減 り､

SS(SuspendedSolid水質汚染の原因となる浮遊固形物)も842mg/1から294mg/1に減少し､

廃水の無害化が実現されている｡

排出ガ封 こ対しても2つ措置を散っている｡ 1つ目は､生産プロセスを改善し､生産過

程で有害ガスの排出を抑えること｡ 赤土製紙工場では､減圧パイプを利用して蒸気溜まり

を直列接続にし､高圧のガスを常圧の溜まりに導入し､有害ガスの排出を 50%減少するこ

とに成功した｡同時に､石炭が 1,000トン余り､カセイソーダが40トン以上節約され､40

万元余りのコス トダウンとなった｡ 2つ目は､練合利用を促進 して､汚染減少と収益増加

を図ること｡ 中津製薬工場では､5つのガス吸収措置を設計して取り付けた結果､メタノ

ール､硫酸霧､アンモニア等の有害ガス汚染問題を解決した.さらに､硫酸アンモニア等

の副製品を生産し､年間収益を230万元増加させた｡

5)市場経済の規律を遵守し､企業の健康的発展を誘導する

前述のように､郷鎮企業には市場経済の元で､大型化､集中化､技術の集約､及び企業

開放の四大傾向が現れている｡いずれも姉鎮企業の潜在的な流れと発展方向を現している｡

これは郷鎮企業の持続的発展を可能にするばかりでなく､生態環境の保護にも新しい機会

と好条件をもたらすものである｡

それゆえ､市場経済の規律を遵守し､天津市郷鎮企業の発展実情を踏まえて､郷鎮企業

の発展を健康的方向に導くことは､環境保護業務に携わっている者にとって新しい課題で

ある｡

投資プロジェク トの可否を決定する審査にあたって暗､より大規模な方を優先させ､小

規模なものは制限する｡小規模で重複しているプロジェクト､あるいは目先の利益がある

だけで将来の発展性がないものについては､特に制限する｡ 環境影響評価で工場の立地を

決める際には､同じ場所に集中することを提唱し､分散しすぎることを防ぐ｡工業ブロッ

クの発展~と建設を助成し､自然保護区､水源保護区､名勝風景地区等の環境に敏感な地域

にあっては､環境汚染及び生態破壊の可能性がある投資プロジェクトは､.一切禁ずる. 企

業の生産工程の審査にあたっては､まず技術水準が進んだものかどうか､清潔生産に属 し

ているかどうか､｢三廃｣を最小限に抑えられるかどうかを見る｡ 同時に､企業が輸入 し

103



た設備の先進性を審査し､外国で淘汰された設備の国内-の流入を防ぐ｡外資プロジェク

トの採用にあたっては､国が禁じている重汚染項目に属しているかどうかを審査するo 原

材料の輸入は､国が禁止している有害固体廃棄物と生活ゴミではないかどうかを審査する｡

6)環境問題の本質を見極め､要所を治め､エネルギーを節約し､清潔生産を推進させる

環境問題とは､究極のところ人間の不合理な生産活動によってもたらされ､またその不

合理さを示している実在する現象である｡工業 ｢三廃 ｣汚染の根本原因は､不合理な工程､

老朽化した設備､非科学的操作､それにエネルギーと原材料の浪費にある｡それゆえ､汚

染の拍理は根本を押え､末端における拍理から生産の全工程における総合防胎(汚染の予

防と拍理)に切り換えなければならない｡

ここ数年､本市は市技術改革桝公室と郷鎮企業の技術力を頼りに､生産工程改善の面で

多くの仕事を成し遂げ､ある程度の経済的､社会的､環境的利益を上げている｡例えば､

武晴県振興煉瓦工場の技術者たちが､｢薄積み速焼き｣新技術と ｢快速点火法｣ を発明し､

毎年 40,000万 トン余りの石炭を節約でき､60万元のコス トダウンを達成した｡汚染物の

排出も基準に達し､全国第一級環境保護先進郷鎮企業に選ばれたo塘括区では､そもそも

何十戸もの在来煮詰め方式のソーダ工場があった｡ 石炭消費量が多く､噴煙とソーダガス

をたくさん出していて､汚染がひどい｡かつて末端の拍理を行ったが､ほとんど効果がな

かった｡その後､生産工程の改良に着手し､水蒸気で加熱する三効蒸発牡を採り入れ､開

放型の大釜による生産から密閉した容器による生産-と改善し､汚染問題を決定的に解決

したと同時に､顕著な経済利益も収めている｡また､海洋化学工場では､新工程を取り入

れてから､塩化カルシウムを1トン生産するに当たって､石炭消費量が 2.2 トンから 1.4

トンに減り､製品1トン当たりのコス トも 613.4元から 436.69元に下がっている｡毎年

1,120トンの石炭を節約でき､煙塵の排出量は 91.8トン､二酸化硫黄の排出量は 29.7ト

ン､それぞれ減少しているO

工業汚染を解決するために､われわれは新規プロジェクトの技術評価にも注意を払って

いる｡新工程､新設備､新しい材料を取り入れる企業を優先し､古い設備使用のプロジェ

クト､汚染処理技術と汚染処理設備を持たないプロジェクトに対しては許可を出さない｡

近年の新投資プロジェク トは､ほとんど高水準､低消費の要求に連していて､同種の老朽

化した企業より工業用水が 30%､エネルギーが20%節約されている｡

根本を押え､清潔生産を推進することによって､多年にわたり解決できなかった環境問

題を解決した上､明らかな経済利益も収められ､数多くの企業を赤字から黒字に転換させ､

企業が自ら汚染拍理に積極的に取りかかるようになったのである｡数多くの姉鎮企業が､

汚染治理を生産過程の各段階で貫き､環境保護の指標を生産量､品質､物品の消耗､エネ

ルギーの消耗､設備の補修とそれぞれ結び付けて設定し､工業汚染防胎と経済収益の焦点

を一点に合わせているo 工業生産から始まり､工業生産に者目し､工業生産に帰着するこ
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とにより､汚染胎理の生命力と価値を増している｡

7)国際協力に力を入れ､共同で揮鎮企業の持続的発展を図る

環境問題には国境がない｡共同発展を求め､地球の環境を守ることは､全人類の共同責

務である｡

国際協力､国際交流の方面において､本局は日本､フランス､ポーランドなどの訪問団

を受入れ､郷鎮企嚢の実情調査を行ったO また､アメリカから､固体と液体を分離させる

設備と技術を取り入れた.さらに､日本の四日市市にある環境 トレーニング ･センターの

汚水防除コースに人員を派遣して､関係事情の交流を行った｡ 日本側の多くの経験が､本

市における郷鎮企業の環境管理や拍理にとって良い参考となった｡

現在､多くの面で外国の環境保護組織からの協力が必要である｡例えば､地域性工業廃

水の総合処理技術と設備､染色化学工業の廃水処理技術､藁パイプ製紙による廃水の処理

技術､汚染で破壊された地域の環境を回復させる技術､郷鎮企業向けのエネルギー節約､

水節約の技術と設備､工業廃水を資源化する技術､工業廃棄物を無害化する技術､農村の

経済と生態を良性循環にする技術等々である｡

つまり､広く､深く､現実的な国際協力と国際交流を通 して､郷鎮企業の発展に起因す

る一列の環境問題を適切に解決することが期待されているのであるo

持続的発展戦略は人類が共同で実現するべき大目標であり､その為にしなければならな

い仕事はたくさんある｡今後､私たちは､更にこの面での思索及び実践を深め､郷鎮企業

のより速い､持続的で健康的な発展を促進する所存である｡

(釈 :董 世杢)
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