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【要旨】
現在、中国は、空気、河川、地下水や土壌など深刻な汚染に見舞われている。
環境汚染の重大事故は頻繁に起きており、環境問題に関連する抗議活動も年々
増えている。世界第二の経済大国になった中国は「汚染大国」になっている。
これは、中国経済の過去 30 余年の成長一辺倒の経済政策の結果とも言える。経
済発展と環境破壊との関係は単純な因果関係ではないが、これまでの環境に配
慮しない経済成長が深刻な環境汚染をもたらしたのは明らかである。
中国が環境問題にまったく取り組んでいないのではないが、その取組は環境
汚染の深刻化を食い止めるには不十分であった。
本研究レポートは、まず、環境問題の代表である「三廃」
（廃気、廃水、固体
廃棄物）問題を中心に中国における環境問題を整理したうえで、大気汚染、PM2.5
の形成原因を解明し、移動発生源である自動車の影響と固定発生源である大量
の石炭消費を考察する。そして、環境問題に関するこれまでの政策や実際の取
り組み及び環境 NGO（非政府組織）の活動と役割について考察する。今後環境
保全に有効な対策として、その責任をより明確にしたうえ、
「官・産・民」一体
の取り組みの強化が重要と提言する。
キーワード：中国の環境問題、エネルギー消費構造、自動車、環境政策、
環境 NGO
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1. はじめに
1.1 問題意識と研究目的
近年、中国の東北地方と華北地方を中心に多くの都市がスモッグに覆われる日数が増え
ている。スモッグの原因である PM2.51が市民の日常生活に影響をもたらし、さらに健康被
害が拡大することが懸念されている。PM2.5 を中心とする大気汚染は中国で起きている環境
汚染の氷山の一角にすぎず、ほかにも河川、地下水や土壌など深刻な汚染も広がっている。
また、環境汚染の重大事故も頻繁に起きている。たとえば、2011 年に中国海洋石油の海
上油田「蓬莱」
（渤海湾にある）で原油漏れ事故が発生し、広範囲にわたって海洋汚染が起
きた。翌年、2012 年１月に広西チワン族自治区の竜江河でカドミウム汚染事故2が起こり、
汚染水が下流の市の住民 150 万人の飲用水の安全を脅かした。その結果、住民が飲料水を
買い占める騒動まで発展し、市政府が緊急対応を迫られた。2013 年 3 月に上海市の主要水
源である黄浦江に大量の豚の死骸が流れていた問題で上海市の住民の間に環境汚染に対す
る不安が広がった。
実は、1996 年以降、中国で環境汚染問題に対する抗議活動は年平均 30％前後で増えてい
るといわれている。2012 年版の中国環境統計年鑑によれば、2011 年の環境関連の突発事件
が 542 件に上った。2012 年以降も、大規模の抗議活動が続いている。例えば、2012 年には
遼寧省大連市（8 月）と浙江省寧波市（11 月）において、石油化学工場の建設に反対する
抗議デモが発生した。2013 年の 5 月、上海市では、電池工場の建設をめぐって、工場と

住民側が対立し、それに反対する住民がデモを行い、建設計画の撤回を訴えた。抗議活
動の増加の背景には、国民の環境保護意識の向上及びインターネットの普及による情報

の伝達によって、人々は環境問題に対してかつてないほど関心を高めていることがある。
では、なぜ、中国の環境問題が大きく広がって深刻化したのだろうか。また、環境汚染
への対応を迫られているが、どのようにして環境問題を解決すればいいのだろうか。
中国は 1978 年に「改革・開放」政策を打ち出してから、30 余年経過したが、その間、年
平均 10％の高成長が成し遂げられた。その結果、経済発展が何より優先との認識が国内に
広く定着している。しかし、中国経済の過去 30 余年の高度成長の代価として、環境汚染は
急速に悪化している。図表 1 には中国の経済発展、三次産業の構造とエネルギー消費、環
境に関わる主要指標を示している。2012 年の GDP は 1990 年の約 28 倍までに拡大したが、
産業構造における第二次産業の割合は依然として高い。経済成長とともに、一次エネルギ
ー3消費量が急増し、中国は原油輸出国から輸入国に変わった。中国経済の規模は世界二位
になったが、二酸化硫黄の排出量も二酸化炭素の排出量も世界一になっている。
「管中窺豹」
1

2
3

大気中に浮遊する粒子状物質のうち、直径 2.5μm 以下の微細粒子のものであり、微小粒子状物質とも
呼ばれる。
事故の原因は近くの塗料工場がインジウムを違法生産し、また、汚染水を意図的に排出することにある。
人間が利用するエネルギーのうち，変換加工する以前の，自然界に存在するもの。薪・木炭，石炭・石
油・天然ガス，太陽放射・地熱・風力・水力，原子力など（大辞林）
。

1

4

の比喩の本来の意味が表すように、図表 1 だけでは、中国における経済発展と環境問題の

関係をある程度推測できると思われるが、環境問題の全体像はまだはっきり見えてこない。
本研究の目的は、中国における環境問題を整理したうえで、とりわけ、大気汚染、PM2.5
の形成原因を分析する。環境問題に関するこれまでの政策や取り組み及び環境 NGO の発展
を説明し、環境保全に有効な対策を探ることとする。
図表 1. 中国の経済発展と環境の主要指標（1990 年～2012 年）
項目

1990 年

1995 年

2005 年

2010 年

2012 年

GDP (百億元)

186.7

607.9

1849.4

4015.1

5193.2

第一次産業(%)

27.1

19.9

12.1

10.1

10.1

第二次産業(%)

41.3

47.2

47.4

46.7

45.3

第 3 次産業(%)

31.6

32.9

40.5

43.2

44.6

一次エネルギー消費量

987.0

1311.8

2360.0

3249.4

3620.0

- 18.4

- 1.1

36.4

54.5

56.4

二酸化硫黄(SO ) 排出量(百万トン)

15.0

23.7

25.5

21.9

21.2

窒素酸化物(NO )排出量(百万トン)

-

-

15.2

22.7

23.4

二酸化炭素(CO )排出量(百万トン)

2244.1

3022.1

5103.1

7258.5

9900

(百万トン標準炭)

原油輸入依存度(%)
2

x

2

（出所）中国統計年鑑、中国環境状況公報、中国低炭素経済発展報告（2012）をもとに作成

1.2 本研究レポートの構成
本研究レポートの第 2 章では、深刻化している中国の環境汚染の状況を考察する。その
なかで、とりわけ、大気汚染、PM2.5 の形成原因に焦点を当て、移動発生源である自動車の
影響と固定発生源である大量の石炭消費を取り上げて分析する。第 3 章では、環境政策や
これまでの取り組み及び「環境一票否決制度」を概観したうえで、実施上の問題点を指摘
する。そして、環境 NGO の発展状況を考察する。最後に、レポートの全体をまとめて、環
境保全に向けた政策提言を行う。
2. 深刻化している中国の環境問題
80 年代以来、中国政府が「三廃」問題を中心とする環境問題に対応しようとしている。
「三廃」問題とは、廃気、廃水、固体廃棄物のことである。ここで、
「三廃」問題をそれぞ
れ考察し、中国の環境問題、環境汚染の状況の全体像を明らかにする。さらに、現在、深
刻な大気汚染に悩まされている中国では、スモッグの原因である PM2.5 の対策が求められ

4

管の小さな穴から豹を見ても、からだの一部しか見えず、全体像はわからないとの意味である（四字熟
語辞典）
。

2

ている。PM2.5 について、その形成原因を移動発生源と固定発生源の両方からアプローチす
る。
2.1 「三廃」問題から見た中国の環境問題
（1） 廃気問題
廃気は主に二酸化硫黄（SO2）、窒素酸化物（NOx）、粒子状物質（PM）のことを指す。
粒子状物質（PM、particulate matter の略）には煙塵、粉塵のような直径の大きいもの（PM10、
直径 10μm）が入っている。90 年代以降、中国が二酸化硫黄と粒子状物質の排出削減に努
力した結果、粒子状物質が減少しつつ、二酸化硫黄も 2006 年をピークに減少傾向に転じた
（図表 2）
。しかし、二酸化硫黄の排出が減少傾向になったとはいえ、排出量が依然として
大きい。2011 年の二酸化硫黄の排出量が 2218 万トンで、世界最大となっている。また、自
動車市場の拡大にともなった窒素酸化物が急増し、十分な対策が講じられていないため、
窒素酸化物の排出量が増加する一方である。

図表 2. 中国における二酸化硫黄、煙塵、窒素酸化物の排出状況（1995－2011 年）
（万トン）
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（出所）中国環境統計年鑑（2012）をもとに作成

（2） 廃水問題
廃水問題には主に水質汚染問題、生活と工業廃水の排出増大問題が含まれている。中国
環境統計年鑑（2012）によれば、中国の水資源量5は 2000 年の 27,701 億 m3 から 2011 年の
23,257 億 m3 まで減少し、
一人当たり水資源量も 2000 年の 2194 m3/人から 2011 年の 1730 m3/
人に転じた。AQUASTAT6によると、2011 年のアメリカ、日本の一人当たり水資源量はそれぞ
れ 9,888 m3/人、 3,398 m3/人である。中国の一人当たり水資源量はアメリカや日本より少

5
6

地表水と地下水の総量から地表水と地下水の重複計算分を引いた値である。
FAO（Food and Agriculture Organization of the United Nations,国連食糧農業機関）の国際水情報シ
ステムである。

3

ないし、2011 年の 1730 m3/人という数字は水ストレスの基準7をぎりぎりで満たす程度であ
る。中国の GDP 当たり水使用量は 2000 年の 327 m3/千ドルから 2011 年の 82 m3/千ドルま
で低下したが、アメリカの 33 m3/千ドルや日本の 16 m3/千ドル（いずれも 2011 年のデータ）
と比べると、依然として大きい。一方、「改革・開放」以降、中国の工業化と都市化が大
きく進んでおり、生活廃水と産業廃水の総排出量も 2000 年の 415 億トンから 2011 年の 659
億トンまで増加している。とりわけ生活廃水の排出量は同期間で 2 倍も増えた。しかし、
排水処理の整備が廃水排出量の増大に追いつけず、廃水排出量の増大は水質環境の悪化に
拍車をかけている。
また、河川と湖と湿地の汚染も深刻化している。図表 3 は中国主要 7 大水系の水質状況
を示している。これを見ると、松花江、海河、遼河、淮河において、良好な水質の割合が
50%以下に低下していることは明らかである。これに対して、利用不可能な水質の割合が上
昇し、黄河と海河の利用不可能な水質の割合がそれぞれ 18.6%と 38.1%に達している。とり
わけ、急増した水需要を受けて、全長約 5,464km8で、中国の母なる大河と称される黄河に
は近年「断流」9という現象が起きている。そのため、水量が激減し、水質も悪化しており、
利用可能な水が少なくなっている。総じていえば、7 大水系の状況が中国全土の水質汚染の
深刻化の様相を呈している。
図表 3. 中国主要 7 大水系の水質状況（%）
7 大水系

Ⅰ- Ⅲ類

Ⅳ- Ⅴ類

劣Ⅴ類

長江
黄河
珠江

80.9
69.8
84.8

13.8
11.6
12.2

5.3
18.6
3.0

松花江

45.2

40.5

14.3

淮河

41.9

43.0

15.1

海河
遼河

31.7
40.5

30.2
48.7

38.1
10.8

（出所）2012 年中国環境状況公報をもとに作成
注：汚染基準と水質状況：Ⅰ類、水源水、国家自然保護区；Ⅱ類、生活飲用水一級保護区；Ⅲ類、生活飲
用水二級保護区；Ⅳ類、工業用水区；Ⅴ類、農業用水区；劣Ⅴ類、工業や農業にも利用不可能。

地下水の状況も楽観視できない。2013 年に環境保護部は 2012 年の中国環境状況公報を発
表した。公報によると、全国 198 都市の 4929 ヶ所の地下水の状況をモニタリングした結果
では、劣る状況ときわめて劣る状況の割合が 57.3%に上り（図表 4）
、地下水環境が深刻な
状況に陥っていることが明らかである。地下水汚染は長期的な汚染蓄積であり、発見しに

7

8
9

国連環境計画（UNEP）の定義では、一人当たり水資源量が 1700 m3/人以下の状況を「水ストレス」と
している。
中国では長江に次いで 2 番目に長く、世界では 6 番目の長さである。
黄河の水が流れの中で、どこか途中で枯れてしまい、海に到達しない現象である。原因は自然原因を含
め、複雑とされているが、水資源に対する不合理な使用や環境の破壊からの影響が大きい。

4

くい、汚染源を特定しにくい、汚染を解決しにくいという特徴がある。生活廃水・産業廃
水の排出量の増加と不法排出やごみの埋め立て状況、農薬の過度な使用などは地下水の汚
染をもたらしたと見られている。中国では、とりわけ、企業からの不法排出、すなわち、
産業廃水の地下水への直接排出が問題になっている。その結果、地下水の汚染が酷くなり、
「がん村」と呼ばれる地域が 200 も超えていると新京報（2013）が報道している。
図表 4. 2012 年全国の地下水質状況
優良
11.8%

きわめて
劣る
16.8%

良好
27.3%
劣る
40.5%
比較的良好
3.6%
（出所）中国環境保護部「2012 年中国環境状況公報」をもとに作成
注：198 都市の 4929 ヶ所の地下水のモニタリング結果

（3） 固形廃棄物
固形廃棄物とは主に産業廃棄物と生活ごみのことである。まず、中国の工業化の進展に
よって、産業廃棄物の発生量が 1994 年の 617 百万トンから 2012 年の 3,325 百万トンにま
で 5.4 倍も増えた（図表 5）
。業界別発生量を見てみると、石炭の採掘、鉱山開発や電力供
給関係の分野における発生量は多いことが明らかである。過去 20 年間の経済発展による石
炭の使用量の増加と電力使用量の増加が産業廃棄物の発生量の急増につながったと思われ
る。次に、生活ごみの排出量の増加が問題視されている。中国の都市化率は 1990 年の 26.4%
から 2012 年の 52.6%まで倍増した。都市化の進行にともない、生活ごみの量が増え、2012
年の都市部における生活ごみの運送量は 1.71 億トンに達している（1996 年の生活ごみの運
送量は 1.08 億トンである）
。しかし、中国では、ごみ処理については、未だに埋め立てが
メインで、焼却処理が少なく、2009 年のごみ焼却率は 12.9%である10。多くの都市ではごみ
を乱暴に郊外に捨てられたという現象が起き、ごみに包囲される都市が現れている11。中国
政府は都市部を中心にごみ処理能力の向上に力をいれ、都市部の生活ごみの無害化処理の
工場の数は 2003 年の 575 箇所から 2012 年の 701 箇所まで増えているが、ごみの増加に追

10
11

日本の 2003 年のごみ焼却率は 74%である。
ＮＨＫエコチャンネルの放送番組(2012)による。

5

いつかず、ごみ処理関連インフラの整備がまだ不十分である。とりわけ、郊外や農村部の
ごみの無害化処理は進んでいない。また、2000 年から中国政府は北京、上海、広州など 14
の都市をごみ分類の試験都市として認定し、ごみの分類を推し進めようとしているが、14
年経っても、足踏みしている。
図表 5. 中国における産業廃棄物の発生量（1994－2012 年）
（百万トン）
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（出所）中国環境保護部資料をもとに作成

2.2 大気汚染、PM2.5 の形成原因
近年、冬になると、中国の東北地方と華北地方を中心に多くの都市がスモッグに覆われ
る。2013 年 1 月には、北京を中心に天津、河北、河南、山東などの華北地域にスモッグが
発生し、約 8 億人の生活に影響を与えた。無論、大気汚染の影響は冬だけではなく、2013
年の秋に入ってすぐ、ハルビンをはじめとする東北地域には 10 メートル先も見えないほど
深刻な大気汚染が起きた。その後、2013 年 12 月には、上海を中心とした華東地域も厳しい
大気汚染に見舞われた。
2014 年 1 月に北京市環境保護局が 2013 年の北京市の大気汚染状況を発表した。それによ
ると、スモッグの原因である PM2.5 の年間平均濃度は 89.5μg/m3 であり、日本の基準値も、
中国の基準値12も超えた。また、多くの都市で使われている「大気質指数」
（Air Quality Index、
AQI）（図表 6）の 6 段階基準に照らし合わせれば、2013 年の北京が AQI の「重度汚染」
と「厳重汚染」を 記録した日数は、合わせて 58 日に上った。平均で６日か７日に１度の
重度汚染の計算となるので、2013 年に週１日の割合で北京が深刻な大気汚染に覆われたこ
とが明らかになった。

12

PM2.5 一日平均値について、日本の環境基準は 35μg/m3 であり、中国は 75μg/m3 である。
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図表 6. Air Quality Index（AQI、大気質指数）の数値
指数範囲

PM2.5 一日平均値

指数状況

外出などアドバイス

（μg/m3）
0～ 50

0－35

優

特になし

51～100

35－75

良

敏感な人は、屋外活動を控える

101～150

75－115

軽度汚染

心臓や肺疾患者、高齢者、子どもは長時間の
屋外活動を控える、他の人はできるだけ屋外
活動を控える

151～200

115－150

中度汚染

長時間の屋外活動を控える

201～300

150－250

重度汚染

屋外活動を中止

301 ～500

250－500

厳重汚染

屋外活動を中止

（出所）中国環境保護部、
「環境空気質指数技術規定」をもとに作成

深 刻 な 大 気 汚 染 に よ る 健 康 被 害 が 出 て お り 、さ ら に 拡 大 す る こ と が 懸 念 さ れ て
い る 。2013 年 5 月 6 日 の Financial Times に は 、「 The Chinese dream is smothered
by toxic smog」 と い う 記 事 が 掲 載 さ れ た 。 そ の 記 事 で は 、 2012 年 に 医 学 雑 誌 ラ ン
セ ッ ト に 発 表 さ れ た あ る 研 究 13に よ れ ば 、 中 国 の 大 気 汚 染 の せ い で 早 死 に し て し
ま っ た 人 の 数 は 2010 年 だ け で 約 120 万 人 に 上 っ た 可 能 性 が あ る と 指 摘 さ れ て い
る 。 ま た 、 北 京 で は 肺 が ん 患 者 の 数 が こ の 10 年 間 で 60％ 増 加 し て い る こ と を 言
及 し て い る 14。 2013 年 12 月 に は 同 じ 医 学 雑 誌 ラ ン セ ッ ト に 中 国 衛 生 部 元 部 長 の
陳 竺 氏 ら (2013)の 論 文「 China tackles the health effects of air pollution」が 掲 載 さ れ 、
中 国 で 毎 年 大 気 汚 染 に よ る 早 死 に す る 人 数 は 35～ 50 万 人 と 推 測 さ れ た 。
スモッグの原因である PM2.5 とは、大気中に浮遊する粒子状物質のうち、直径 2.5μm 以
下の微細粒子のものであり、微小粒子状物質とも呼ばれる。PM2.5 の成因は非常に複雑であ

り、そのメカニズムはまだ十分に解明されていない。日本環境省の公開資料によれば、
粒子状物質には、物の燃焼などによって直接排出されるものと、硫黄酸化物（SOx）、窒素
酸化物（NOx）
、揮発性有機化合物（VOC）等のガス状大気汚染物質が、主として環境大気
中での化学反応により粒子化したものとがある。とりわけ、PM2.5 は非常に小さいため、肺
の奥深くまで入りやすく、呼吸系や循環器系への健康影響が心配されている。

北京市環境保護局の発表によれば、北京市の場合、PM2.5 の汚染源のうち、自動車排
ガス（22％）、石炭燃焼（16.7％）、建築工事の粉塵（16%）及びセメント生産などから
の産業廃棄物（16.3%）が大きなウェイトを占めている（図表 7）
。他の地域の PM2.5 の
13
14

The Lancet が発表した「Global Burden of Disease Study 2010」である。
記事の原文の記述は、
「One study, published in the Lancet medical journal last year, suggested that
air pollution might have caused about 1.2m premature deaths in China in 2010 alone – a
considerable figure even for a country of 1.3bn people. Beijing has registered a 60 per cent rise in
lung cancer cases in the past decade.」である。
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汚染源の割合構成に関する詳細な発表はないが、汚染源自体に関しては北京市とそれほど
変わらないと考えられる。また、汚染源の特徴によって、汚染源は大きく移動汚染源と固
定発生源に分類でき、前者には越境汚染、自動車、後者には石炭、工業汚染が入る。越境
汚染と産業汚染についてはさて置き、以下では、急増した自動車台数と緩い排ガス基準及
び石炭依存のエネルギー消費構造の問題点を中心に分析する。
図表 7. 北京市の PM2.5 の汚染源

越境汚染
24.5%

農村でわらの燃焼
4.5%

自動車排ガス
22.0%

石炭燃焼
16.7%

工業生産の廃
棄物
16.3%
工事粉塵
16.0%

（出所）北京市環境保護局の公開資料（2012）をもとに作成

2.3 急成長する自動車市場の光と影
中国経済の高度成長とともに、中国の自動車産業も自動車市場も凄まじい成長を成し遂
げた。現在、生産台数と販売台数のいずれも世界一の規模に成長した中国は、自動車の保
有台数は 2012 年に 1 億台を突破し、1991 年の 600 万台の約 17 倍まで増えた（図表 8）
。そ
して、
自動車販売台数は 2001 年の 236 万台から 2013 年の 2,198 万台までに約 9 倍増えた。
図表 8 に示すように、自動車保有のなかで、個人による保有が 8 割を占めるようになっ
ている。ある中国政府系のシンクタンクは、中国自動車保有台数が 2035 年までに 4.5 億台
に達すると予測している。個人保有が 8 割という数字を以て単純に計算すれば、そのとき
に 3 億 6000 万台のマイカーが保有されることになる。一般的に、一人当たり GDP が 3000
ドルを上回ると、モータリゼーションが加速すると言われている。中国の一人当たり GDP
は 2008 年に 3000 ドルを超えており、まさに本格的なモータリゼーション時代の到来であ
る。確かに、中国でモータリゼーションが急速に進む背景には中国の経済成長に伴う所得
水準の向上やマイカー所有の意欲等が挙げられる。一方、自動車の増加にともない、自動
車排ガスが大気環境に及ぼす影響も大きくなり、自動車の急増が深刻な大気汚染をもたら
したとも言える。とりわけ、北京市の自動車保有台数が 1991 年の 29 万台から 2012 年の 535
万台まで急増した結果、自動車排ガスが北京市の PM2.5 の汚染源に大きな割合を占め、北
京市の大気汚染の主因とされている。
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図表 8. 中国における自動車保有台数の増加（1990-2012 年）
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（出所）中国交通運輸部データをもとに作成

また、中国の多くの地域では、欧州基準を参考に作られた中国国内の自動車排ガス基準
「国Ⅲ」が適用されているが、その基準ではガソリンの硫黄分の含有量が欧州や日本の 15
倍に相当する 150ppm （ppm、百万分の一）以下となっている。大気汚染が急速に悪化して
いるため、北京市が 2013 年 2 月から全国に先駆けて、より厳しい自動車排ガス基準「京Ⅴ」
（北京地域に適用、ユーロⅤ基準に相当）を導入した（図表 9）。図表 9 を見ると、北京市
が 2005 年から国家基準より常に一歩先早く北京基準を導入したことがわかる。しかし、北
京市だけの実施では、効果が限定的であるといわざるを得ない。ほかの都市にも同様な基
準を早期に導入すべきである。
図表 9. 自動車排ガスの中国全国基準と北京基準
欧州基準

硫黄分規制値

中国全国基準名称

導入時期

北京基準名称

導入時期

ユーロⅠ

800ppm 以下

国Ⅰ

1999

ユーロⅡ

500ppm 以下

国Ⅱ

2004.7

ユーロⅢ

150ppm 以下

国Ⅲ

2007.7

京Ⅲ

2005.12

ユーロⅣ

50ppm 以下

国Ⅳ

2011.7

京Ⅳ

2008.3

ユーロⅤ

10ppm 以下

京Ⅴ

2013.2

（出所）各種公開資料をもとに作成

中国では、排ガス基準の段階的な実施と同時に、車のナンバープレートの発給に制限を
かける地域が増えている（図表 10）
。ナンバープレートの発給制限は事実上自動車の購入を
制限するための措置であり、その実施にあたって、賛否両論が存在する。賛成派はこれが
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自動車の急増による悪影響の拡大にブレーキをかけることができるとして支持するのに対
して、否定派はこれが自動車市場の発展を阻むこと、PM2.5 が深刻化した主因は自動車では
ないことを理由に反対する。振り返ってみれば、ナンバープレート発給制限の最初の目的
は交通渋滞を緩和するものだったが、今は環境汚染対策の色合いが強くなっている。上海
市では一番早く 90 年代からナンバープレートのオークション競売制度が導入された。その
結果、2011 年の上海市の自動車保有台数が 195 万台にとどまり、自動車保有台数の増加を
抑えられた。しかし、上海市だけこのような制限措置が取られても意味はなく、自動車保
有台数の増加を抑えようとしたら、全国で制限措置をとらなければならない。なぜならば、
現在の制度では、上海市の住民が所有する車を周辺の地域、例えば、江蘇省や浙江省でナ
ンバープレート登録を行えば、上海市内の走行に一定の規制があるものの、大体走ること
ができる。その結果、制限地域と周辺地域の自動車保有台数をみれば、それほど減少して
いないことは明らかである。自動車購入の制限の効果は限定的といわざるを得ないが、上
海市、北京市、貴陽市、広州市に続き、2013 年 12 月に天津市、2014 年 3 月に杭州市も制
限政策を導入し、今後類似したような購入制限が他の都市にも広がると見られている。し
かし、ナンバープレートの発給制限の効果が限られていることを踏まえると、このような
臨時対策より、ガソリンの品質改善を含め、厳しい自動車排ガス基準の導入及び環境にや
さしい自動車の開発に注力し、問題を根本的に解決する方法を改めて考える必要があると
思われる。
図表 10. 主要地域のナンバープレート発給制限
地域

ナンバープレート発給方法

上海市

オークションで競売制度：乗用車を対象に 1994 年に導入

北京市

抽選制度：2011 年から実施、小型乗用車の年間増加台数を 24 万台に

貴陽市

2011 年 7 月から実施
抽選制度：特殊ナンバープレート（抽選による登録、走行規制がない）
一般ナンバープレート（登録制限がない、走行規制があり）

広州市

抽選制度：2012 年 7 月から試行、中小型乗用車を対象に導入
総量コントロール、年間増加台数を 12 万台に

天津市

2013 年 12 月 16 日から実施、抽選（無償）とオークション（有償）両方による

杭州市

2014 年 3 月 26 日から実施、抽選（無償）とオークション（有償）両方による

その他

ナンバープレート発給に制限なし、ナンバープレートの番号による走行規制がある

（出所）各種公開資料をもとに作成

2.4 石炭依存のエネルギー消費構造の問題
経済成長とともに、
中国では、
一次エネルギー消費量が 1980 年の 6 億トン標準炭から 2012
年の 36.2 億トン標準炭まで約 6 倍増えた。2000 年から 2012 年までの一次エネルギー消費
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量の年間平均伸び率が 7.6%であり、同期間の世界平均の 2.4%をはるかに超えている15。ま
た、2010 年には中国の一次エネルギー消費量が米国を抜いて、世界一のエネルギー消費大
国になった。
PM2.5 の汚染源の中で、固定発生源の代表格が石炭燃焼である。中国は石炭の埋蔵量が豊
富にあると言われ、石炭のコストが他のエネルギーより低い。そのため、石炭が一次エネ
ルギー消費量の 7 割前後を占めており、中国が石炭依存のエネルギー消費構造となってい
る(図表 11)。一次エネルギー消費量の増加とともに、石炭の年間消費量も増加しており、
2012 年の石炭消費量が 35.1 億トンに達している。石炭の消費量の拡大及び中国国内石炭価
格の上昇によって、海外からの石炭輸入量が増えている。その数字は 2001 年の 212 万トン
から 2012 年の 2.8 億トンに約 132 倍まで増加し、中国は世界一の石炭輸入国になった。
用途別の石炭消費量を見ると、2005 年以来、発電と加熱用の石炭消費量が約半分占める
ようになっている。環境保護部の統計によれば、2011 年の電力産業（熱供給を含む）から
排出された廃気、すなわち、二酸化硫黄（SO2）
、窒素酸化物（NOx）と粒子状物質（煙塵、
粉塵）が、全排出量のそれぞれ 47.5%、66.7％と 21％を占めている。冬には、中国の東北、
華北地域での暖房使用が増えれば、大気汚染が悪化する。その原因は暖房使用の増加によ
る石炭使用の増加にあり、石炭使用の増加が大気汚染につながるということである。
図表 11. 中国における一次エネルギーの消費構成（1980 年～2012 年）
石炭

石油

天然ガス

その他(水力、原子力等)
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0%

（出所） 中国エネルギー統計年鑑（2012）をもとに作成

中国は石炭依存のエネルギー消費構造から脱出するために、石炭の使用を減らし、現状
のエネルギー消費構造を転換する必要がある。しかし、エネルギー消費構造の転換には、
再生可能エネルギーの発展を含め、時間がかかると思われる。大気汚染への対応をより現

15

2000 年から 2012 年の中国経済の年平均成長率は 10%であり、同期間の世界経済の平均伸び率は 3.4 であ
る（IMF データによる）
。
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実的に考えると、まず、発電所において、脱硫・脱硝の環境対策をきちんと講じなければ
ならない。脱硫装置については、2011 年までに全国稼働中の火力発電所の約 9 割に整備さ
れたが、稼働時のコスト増などを理由に、実際には機能していないところが多いと見られ
ている。一方、脱硝装置の整備が大幅に遅れており、常（2012）によると、脱硝設備の容
量が 2009 年までに全火力発電容量の 8％前後に過ぎない。中国政府にとっての喫緊の課題
は、石炭消費の抑制及び火力発電所の脱硫・脱硝の環境対策の強化である。
3. 環境政策とこれまでの取り組み
これまで、中国の環境問題の現状を考察し、大気汚染を中心とした汚染源の分析を試み
た。ここでは、中国政府が実施した環境政策や環境問題に関するこれまでの取り組みを概
観する。環境問題の解決には当然様々な面での取り組みが不可欠であり、とくに「官・産・
民」の枠組みで問題を取り上げ、分析する。中国には 80 年代から多くの環境関連法案や条
例が実施され、2008 年には環境保護局が環境保護部に昇格した。しかし、これらの施策は
環境汚染を食い止めることができなかった。関係部門の執行力や幹部の業績評価の仕組み
に問題があると指摘されているが、根本的な問題は環境保全より経済発展の意識にあると
思 わ れ 、 官 、 産 両 方から 追 究 す る 必 要 が ある。 ま た 、 民 の 代 表 として の 環 境 NGO
（non-governmental organizations、非政府組織）の発展にフォーカスする。
3.1 環境関連法案の実施と業績評価の功罪
70 年代末から中国政府が実施した主な環境保護関連法案、条例と計画を図表 12 に示して
いる。これを見ると、基本法としての環境保護法をはじめ、水、大気、廃棄物など特定分
野の法律や規定が整備されていることが明らかである。
とりわけ、環境保全の基本法として位置づけられている環境保護法の制定と改正に注目
したい。1972年6月に環境問題に関する最初の国際会議、「国連人間環境会議」がスウェー
デンで開催された。113カ国が参加したこの会議では、環境保護における初めての国際的な
宣言、
「人間環境宣言」が採択された。当時の西側諸国の環境危機と比べ、中国の環境問題
はまだ顕在化していなかった。中国がこの会議に代表団を派遣した背景には環境を外交武
器として、積極的に国際問題の議論に関わっていこうという思惑があった。
「国連人間環境
会議」の議論と宣言を受けて、翌年の1973年に、中国初めての全国環境保護会議が開かれ
た。中国初の環境規定として「環境の保護と改善に関する若干の規定」が打ち出され、環
境保護に関する基本方針16が決められた。1978 年3月には憲法の改正が行われ、環境問題が
初めて憲法に盛り込まれた。憲法の第11 条に「国家が環境と自然を保護し、汚染と公害を
防止する」という規定が新たに追加された。これに基づき、1979年には「環境保護法（試
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32 字方針とも呼ばれる。具体的に、
「全面规划,合理布局,综合利用,化害为利,依靠群众,大家动手,保护
环境,造福人民（全面計画、合理配置、総合利用、不利を有利に、公衆依存、全員参加、環境保護、利益
を人民に）
」である。
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行）」が公布された。1989年に改正された環境保護法が正式に実施されることになったが、
当時は環境保全より経済発展が重要視され、改正後の環境保護法に環境保全に関する重要
項目17が盛り込まれなかった。制定が早かった環境保護法は時代遅れになり、また、その後
の環境特定分野の法律の制定と改正が環境保護法の役割を弱体化させたこともあり、環境
保護法は基本法としての位置付けの再確認及び内容改正を迫られている。
図表 12. 環境関連法案、条例と計画
名

称

実施年

環境保護法（試行）

1979

海洋環境保護法（1999 年改訂）

1982

水汚染防止法（2008 年改訂）

1984

大気汚染防止法（1995 年、2000 年改訂）

1987

廃水処理施設環境保護監督管理弁法

1988

環境保護法（実施）

1989

水土保持法

1991

環境保護行政処罰弁法

1991

固体廃棄物環境汚染防止法

（2004 年改訂）

1995

廃棄物輸入環境保護管理暫定規定

1996

環境保護の若干問題に関する国務院の決定

1996

（「三廃」の排出量削減に注力）
（出所）各種公開資料、中国環境保護部資料をもとに作成

一方、1974年に環境行政管理組織として発足した「環境保護指導小組」は1982年に「環
境保護局」
、1984年に「国家環境保護局」となり、権限の強化が図られた。1998年3月の国
務院組織改革にともない、「国家環境保護局」は「国家環境保護総局」（日本の庁に相当）
に昇格した。国務院の直属機関として「国家環境保護総局」は全国の環境保護状況や行政
組織を監督、管理し、責任を負うことになっていた。さらに、2008年の国務院組織改革の
結果、
「国家環境保護総局」は「環境保護部」
（日本の環境省に相当）となり、国務院の直
属機関から国務院の重要な構成機関に格上げされた。環境保護部門の地位の向上は権限と
責任の拡大につながるが、果たして環境問題を総合的に解決できるかが注目を集めている。
中国では、基本的な環境関連施策や制度及び行政管理機関は整備されたとはいえ、環境
を破壊する企業などの責任として払うべきコストが低く、行政機関の執行力の欠如も加え
て、環境汚染が深刻化する一方である。
また、中国地方政府の GDP を優先する姿勢と環境関連政策の実施に矛盾があるとよく指

17

政府責任、汚染排出許可、環境権益訴訟権などが挙げられる。

13

摘されている。図表 13 が示した地方政府の幹部の業績評価指標をみれば、環境関連の評価
指標より GDP に対する評価点数が高いことが明確である。これまでは企業の利益優先の考
えと地方政府の経済の優先発展が一致し、企業の環境破壊への取り締まりに地方政府が抵
抗しがちといわれている。そのため、企業の環境破壊の法律違反のコストは低い状況であ
る。人民ネット（2013）の報道によれば、環境保護部は華北地方で汚染水排出規制に違反
した 88 社の企業に対して、合計約 600 万元（約 9600 万円）の罰金を科したが、1 社あたり
わずか 7 万元（112 万円）の計算で、環境を破壊する代価がいかに低いか明らかである。こ
れでは企業の環境汚染を食い止めることができない。無論、高い罰金を科せば、環境保護
意識が生まれるという単純な問題ではないが、厳罰は一定の抑止力があると考えられる。
図表 13. 業績評価指標一覧
ウェイト

8 points

4 points

3 points

2 points

項目

一人当たり GDP

GDP に占める

15 歳以上人口の識率

人口自然成長率の減少

非農業部門の比重

大卒者の比重

分娩死亡率

サービス業の比重

GDP における教育支出

居住面積

GDP に対する技術進歩度

緑地被度

一人当たり電気使用量

輸出入/GDP

工業廃水処理

PC 普及率

都市化水準

生活排水処理

商業施設

平均寿命

ごみ処理

金融施設

エンゲル指数

一人当たり道路面積

図書館・博物館・映画館

車保有率

の数

水道水普及率
ガス使用率
国内・国際航空路線数
(出所) 中国の土地政治

（任哲

2012）

（注）下線部は本論の趣旨に関連の深い項目

中央政府が成長一辺倒の発展モデルと GDP 優先の業績評価制度を是正しようと、2007
年に「環境一票否決制度」が導入された。「環境一票否決制度」とは、環境関連の目標が実
現できないと、他の評価項目が優れていても、環境だけの一票で、全部の業績を否定でき
る制度である。また、2013 年 12 月に共産党中央組織部が「地方の党・政府指導グループと
指導幹部の政治業績評価制度の改善に関する通知」
（以下「通知」）を出した。その「通知」
には、域内総生産と 伸 び 率 だ け で 幹 部 の 業 績 を 評 価 せ ず 、 資 源 消 費 、 環 境 ・ 生 態
保 護 な ど の 指 標 で 総 合 的 に 評 価 す る こ と を 定 め ら れ て い る 。「環境一票否決制度」
も共産党中央の「通知」も方向性の正しい考えだが、実行にあたっては、それを徹底する
制度的枠組みと監督システムが必要である。
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3.2 環境改善への資金投入
これまで、中国政府が環境汚染を改善するために投入した資金は年々増加している（図
表 14）
。環境保護部によれば、2011 年の環境汚染改善投資総額が 7,114 億元となり、当年
の GDP の 1.5％を占める規模だった。そして、2001 年から 2011 年までの 11 年間に環境対
策に投じた費用は計約 4 兆元（64 兆円）に上る。無論、環境対策はお金を投入すれば済む
問題ではない。実際に、これだけ巨額の環境対策費が投入されても、同期間中、環境は悪
化の一途をたどっている。さらに、GDP に占める環境関連の投資の割合は 2001 年の 1％か
ら徐々に上がってきているが、十分ではない18。
図表 14. 環境汚染改善投資総額と GDP に占める割合
8000

2
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（出所）中国環境統計年鑑（2012）をもとに作成

一方、2013 年の中央政府の環境保全関連の予算は 2100 億元であり、財政支出全体の 3％
に相当する金額だった。深刻な大気汚染を改善するために、2013 年 9 月に国務院が「国家
大気汚染防止行動計画」を発表した。この計画には、2017 年までに北京市、天津市、河北
省の地域、長江デルタ地域及び珠江デルタ地域の PM2.5 の濃度をそれぞれ 25％、20％、15％
下げること、北京市の PM2.5 の年間平均濃度を 60μg/m3 以内に抑える目標が掲げられてい
る。この目標の実現のために、財政を含めた全社会の資金投入は 1 兆 7,000 億元を超える
と環境保護部が予測している。また、環境汚染が深刻化している中国で環境を改善しよう
とすれば、今後 10 年間の資金投入は 10 兆元（160 兆円）19が必要といわれている。1 兆
7,000 億元も 10 兆元も、財政だけで賄える規模の費用ではない。財政支出以外の社会資本
の積極的な活用が不可欠である。同時に、限られた財源を効率よく使用するために、それ

東京財団染野憲治研究員（2013）によれば、日本の 70 年代の公害防止投資は大体 GDP の 8.5％程度で
あり、それと比べると、中国の環境保全投資規模が GDP の 2％以下という割合が少ない。
19
「今後 10 年中国環境戦略発展ルート」
、2013 年中国青島国際脱塩大会、中華全国工商業連合会（全国工
商連）環境商会事務局長駱建華氏の発表による、環境保全への資金投入は GDP の 2～3%で算出、10 兆
元の中、大気汚染は 1.7 兆元、水汚染処理は 2 兆元と予想されている（中金在線の報道（2013）による）
。
18
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に対するモニタリングとガバナンスを強化する必要がある。
3.3 環境 NGO の発展
中国では、所得水準の向上及び健康意識の向上にともない、国民の環境保護意識が高ま
りつつある。環境問題について真剣に考える人が増え、環境 NGO も雨後の筍のように現れ
てきている。環境保全活動の推進においては、環境 NGO の存在が重要であり、その発展に
よって、さらなる環境意識の向上や環境問題における市民活動の拡大につながると思われ
る。
中国における環境 NGO の発展は大きく三つの段階に分けられる。
第一段階は 90 年代の草創期である。この段階の特徴としては、NGO の活動中心は自然
保護や野生動物の保護が多く、また、創設者の多くは有識者であり、個人的なヒロイズム
が団体の知名度を高めるためと見られる。現在、中国で有名な三大環境 NGO、つまり、
「自
然の友」
、
「緑家園」と「地球村」はいずれも 90 年代に設立されたものだった。1994 年に中
国初の環境関連の NGO として「自然の友（Friends of Nature）
」が誕生した。創設者は全
国政治協商会議（日本の参議院に相当）の人口・資源・環境委員会委員である梁从誡氏（祖
父が近代思想家梁啓超である）
、著名な教育学者である楊東平氏だった。現在、
「自然之友」
の個人会員数は 1 万人を超え、団体会員が 2000 近くに上る。その活動内容は環境教育およ
び自然と野生動物保護が中心である。年に 6 回雑誌「自然の友」を発行し、環境保全キャ
ンペーンをも行い、多方面にわたって環境保全を呼びかけている。そして、
「緑家園（Green
Earth Volunteers）
」の場合、1996 年に中央人民ラジオ局の記者だった汪永晨氏が設立し、
環境保全対策とメディアの有効な融合を図り、環境問題の解決をコンセプトにしている。
最初は揚子江の川イルカの保護や植林活動が中心だったが、2000 年以降、北京で毎月一回
「環境記者サロン」を開催している。その狙いは環境分野での異なる視点の提供、環境分
野の専門家と記者とのコミュニケーションの促進（記者の環境知識の蓄積）及び環境分野
の市民記者の育成の三つである。参加者には記者が多いが、研究者および企業の関係者、
それに加えて一般市民も一部参加している。2003 年から「緑家園」が中国の黄河や河川の
生態環境の変化に注目し、水資源の持続的な利用を呼びかけている。こうした活動を通じ
て、
「緑家園」は環境関連情報の公開や一般市民の環境保護への参加を促し、環境保全の実
現に貢献している。さらに、
「地球村」
（北京地球村環境教育センター、Beijing Global Village
Environmental Education Center）も「緑家園」と同じように 1996 年に北京で設立された。
創設者の廖暁義氏はもともと中国社会科学院の哲学研究者で、ヴィジット・スカラーとし
て米国滞在中に環境問題に関心をもつようになったといわれている。
「地球村」はごみ分別
から環境知識の普及、環境関連のテレビ番組制作及び環境にやさしいライフスタイルの提
唱、中国の伝統思想を融合した環境保護活動まで展開している。こうした活動によって、
創設者の廖暁義氏も環境保護活動家として国内外で高く評価されている。
そして、第二段階は 2000 年から 2006 年までの期間であり、海外 NGO 団体の中国進出及
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び環境 NGO の専門性の特化が特徴である。そのなかでは、知名度の高い国際環境 NGO の
グリーンピースが 2002 年に中国で環境保全活動を始め、産業汚染や遺伝子食品から消費者
を守る活動をしている。2000 年代に入ってから中国経済の発展がさらに加速し、それにと
もなって産業汚染が深刻になった。環境関連の NGO の活動の中心はそれ以前の自然と野生
動物の保護から産業汚染や身近な環境問題にシフトしたと考えられる。広範囲での環境保
護活動より、専門分野あるいは特定の地域で環境汚染の状況調査や環境保全活動を展開す
る国内の環境 NGO が増えている。このような専門性が高い国内 NGO は実地調査に基づい
た報告書を公表し、政府関係部門とコミュニケーションをとりながら、政策決定にも参与
する。2012 年に環境分野のノーベル賞とも呼ばれるゴールドマン環境賞（米国）を受賞し
た馬軍氏20が 2006 年に設立した「公衆と環境研究センター」は専門性が高い NGO の一つで
ある。
「公衆と環境研究センター」は「情報公開」と「市民参加」をキャッチフレーズとし
て掲げ、そのホームページに中国各地の地方政府が発表した水や大気の「汚染地図」をデ
ータベース化する一方、アップルなどグローバル企業の中国の下請け企業の生産活動が公
害を起こしていることを明らかにし、グリーンサプライヤーとグリーン生産の実現を提唱
している。このことは中国で話題になっている。また、第二段階までは、多くの環境 NGO
のプロジェクトの費用は海外の財団や団体などからの助成金が多かった。
第三段階は 2007 年からである。環境 NGO の専門性がさらに高まり、環境保全における
個人参画の重要性に対する認識の向上に積極的に務めているという特徴もある。たとえば、
2007 年にはアモイで住民の反対で大型石化工場が中止となり、移転させられた21。この事件
は中国の環境保全における市民参加の画期的な成果と評価され、2007 年が環境問題におけ
る市民参加の元年といわれている。こうした環境抗議活動の増加を背景に、環境 NGO はさ
らなる環境関連の情報公開を促し、環境問題における市民活動を拡大させることに努力し
ている。この段階から、多くの企業や国内の団体が環境関連の NGO の活動を助成するよう
になった。しかも、その割合は年々高まっている。また、環境 NGO の従事者はボランティ
アと環境分野の高度人材によって構成されている。
2014 年、中国初の環境 NGO の設立から 20 年が経ち、中国では環境 NGO の数が 3500
を超えており、規模も影響力も明らかに拡大した。環境知識の普及をはじめ、環境 NGO は
多方面にわたって積極的に環境保全活動を行っている。その環境保全活動を通じ、社会に
大きなインパクトを与え、貢献している。環境 NGO は中国におけるさまざまな NGO の中
で一番活躍に活動していると思われる。今後、環境 NGO が環境汚染を食い止めるために、
監督機能を強化し、活動の裾野をもっと広げてより多くの人々を動員し、環境問題に取り
20

21

1996 年に『中国水危機』を出版、大反響を呼んだ。2006 年 5 月に米誌『タイム』の「世界でもっとも影
響力のある 100 人」にも選ばれている。
中国語でアモイ PX 事件と呼ぶ。PX はパラキシレンの略語である。PX 工場の投資総額が 108 億人民元に
上り、工場稼動後の年間工業生産が 800 億人民元になると公表された。しかし、工場が住宅街に近く、
万が一爆発とかあれば、アモイ百万人以上の命が危険にさらされる。これを理由に、全国政治協商会議
の委員をはじめ、当地域の住民が反対デモを行った。その結果、住民代表投票を行い、それによって、
工場の建設が中止、他地域に移転したことになった。

17

組むことが望まれる。
4. まとめ
本研究レポートでは、まず、
「三廃」問題を中心に中国の環境問題と汚染状況を考察した。
「三廃」問題は恐らく環境問題の氷山の一角にすぎないかもしれない。「三廃」のなかで、
PM2.5 を中心とする大気汚染の形成原因にフォーカスし、特に急増した自動車の影響と石炭
依存のエネルギー消費構造を取り上げて分析を試みた。そして、中国で実施された環境政
策をレビューし、施行上の問題点を明らかにした。環境保全の取り組みとしての資金投入
の必要性にも触れた後、中国における環境 NGO の発展の説明を試みた。
振り返ってみると、中国経済は 1978 年から 2011 年までの平均成長率が 10％に達した。
しかし、中国の経済発展は成長一辺倒のモデルで、環境を犠牲にした経済成長であるとい
わざるを得ない。前述したように政府幹部の業績評価システムでは、他の項目よりも経済
成長への貢献に関する評価ポイントが明らかに高い。確かに、中国の経済成長によって、
中国の貧困層割合22は 1981 年の 84％から 2012 年の 7％までに縮小した。これは間違いなく
中国経済成長の成果である。経済成長すればより多くの貧しい人が貧困から抜け出せると
思われており、
「空気が悪くても餓死よりまし」との考えが未だ根強い。そのため、環境の
重要性が軽視・無視されがちである。結果的に、急速な経済発展と共に、環境汚染が大き
なスケールで発生し、中国の環境問題は日増しに深刻化する一方である。このままでは、
経済面でも社会面でも持続可能な発展の実現が不可能である。
経済発展と環境保全の関係及び経済発展と環境保全の両立に関しては、今後の研究課題
として、改めて考察する必要がある。2012 年の中国経済の成長率は 7.8%であり、8％を割
り込んだ。2013 年も 8％を割り込んで、7.7%であった。2013 年 9 月に中国大連で開かれた
夏季ダボス会議において、李克強首相が「中国の経済成長は高速から中高速に変わった」
との認識を表明し、高度成長の時代が終わったと指摘した。中国の経済発展が環境問題を
もたらしたとすれば、「中高速成長時代」、言い換えれば、経済が減速していく時代では、
青空、きれいな水を取り戻し、環境問題の解決に期待できるのだろうか。ここで、 一つだ
けいえることは、経済成長が少々減速しても、これまで以上に環境問題に真剣に取り組ま
ないと、環境問題の解決が実現できないことだ。
環境問題を解決するには、まだまだ「任重道遠（任重くして道遠し）
」との認識を持つべ
きである。環境問題の深刻さが現在顕在化しているが、過去の何十年間の環境破壊の結果
の表れであり、環境問題の解決は当然一朝一夕ではできない。次に、中国の国情にあう環
境政策の策定と施行、すなわち、中国固有なインスティチューショナルシステム（社会経
済体質）を意識しなければならない。前述したように、中国の環境政策やこれまでの取り
組みに対して、執行力の不足、環境破壊コストの低さや業績評価システムなどの問題が存

22

世界銀行(2013)の定義によれば、貧困層割合とは、国の人口のうち 1 日 1.25 ドル以下で暮らす人の割
合である。
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在する。今後の改善策としては、責任をより明確にしたうえ、
「官・産・民」一体の取り組
みが強化されるべきである。
「官」においては、政府が環境汚染の関連情報を公開し、より広範囲な意見を吸収すべ
きである。地方幹部に対する従来の経済成長による業績評価の仕組みを是正し、環境問題
で「一票否決制度」を徹底的に実施すべきである。同時に、賞罰分明を徹底して、環境保
全に努力する地域や企業に対して、適正なインセンティブを設定したほうが良い。また、
大気汚染のような広範囲で発生する環境汚染の解決には、各地方政府が明確な責任を持ち
ながら、地域連合汚染対策の強化と実現を図るべきである。
「産」においては、外圧と内圧を同時にかけるべきである。前述したように、中国では、
企業の環境破壊の法律違反のコストが低い状況である。そのように考えれば、外圧として
は、まず、企業の環境破壊への取り締まりに厳罰あるいは刑事責任を厳しく追及すべきで
ある。これについて、2013 年 11 月に開かれた共産党第 18 期中央委員会第三回全体会議（三
中全会）の決定には「環境破壊責任者に対する刑事責任の追及」との内容が盛り込まれて
いる。この決定事項を今後どのように実施されるかを注目したい。内圧としては、企業自
身が環境考慮製品やサービスの研究開発に努めることである。これは外圧とインセンティ
ブを受けながら、進められていくと考えられる。この場合の外圧は消費者からである。一
般消費者の環境保護意識の向上にともない、より環境にやさしい製品を求める傾向が強ま
り、新たなニーズが生まれる。こういったニーズに対応できる企業がマーケットから評価
され、はじめて生き残れる。インセンティブとは、企業の環境保全への努力で政府から環
境保全賞や研究費用の補助を受けられることである。このように、外圧とインセンティブ
を同時に受けることによって、企業自身が変革しないといけない内圧は企業の環境考慮製
品やサービスの研究開発の努力につながると考えられる。
「民」においては、草の根の力がもっとも重要である。民間のリーダーとして、環境 NGO
が国民の環境保護意識の向上に貢献しながら、環境汚染と闘っている。環境 NGO の発展に
は明るい兆しが見えており、環境問題の解決に希望を与えてくれたと思われる。今後、環
境 NGO はさらなる発展を図り、リーダーの力と役割をさらに強化し、発揮する必要がある。
同時に、より多くの国民は環境問題に関心を示し、環境 NGO の呼びかけに応えて、身近な
ところから環境保護に積極的に参加し行動することが望まれる。
最後に、今後の研究課題としては、経済発展と環境保全の関係及び経済発展と環境保全
の両立を再考したい。また、環境汚染が国の発展過程で避けて通れない道とすれば、中国
は他の先進国の経験から何を学べ、どういう取り組みで経済発展と環境保全の両立を実現
に導けるかを研究したい。
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