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［要約］ 

 近 年、東アジア地域（ここでは、北東アジア及び東南アジアを東アジアと

呼ぶ）では、ダイナミックな経済発展が進む一方、産業公害・都市公害、自

然環境の劣化等、様々な環境負荷が同時に顕在化している。また、地球温暖

化、酸性雨など、環境問題は今や国や地域を越えた広がりを見せはじめ、広

域的（グローバル）な取り組みが必要になってきている。機械工業界は、機

械工業と環境の共生の観点から、東アジア地域の環境問題に対応していくこ

とが必要である。その際には、これまで我が国が培ってきた環境関連技術、

環境管理手法・ノウハウ等による我が国の環境技術の比較優位性を活かし、

ビジネスチャンスとするという視点も重要である。このような背景のもと、

本調査研究では、東アジア地域における環境問題の実態を調査し、各国の環

境問題・環境規制状況に対する我が国の環境技術の有効性・比較優位性を検

討するとともに、地域レベルでの環境問題への取り組みが進んでいる欧州の

状況を調査し、東アジアにおける地域レベルでの環境関連技術の移転を可能

にする地域的枠組みの分析を行った。  

 

＜第１章 東アジア地域の概況＞ 

 東アジア地域は、経済発展の度合いもエネルギー需給の様相もさまざまな地域である。

日本、韓国、台湾、シンガポールを除くと、エネルギー原単位が極めて悪く、エネルギー

浪費あるいは多消費の産業構造となっている。また、中国はこの地域で最大のエネルギー

消費国で地域全体の 46%を占め、1 次エネルギー消費に占める石炭の割合が 67%と高い。 

 

＜第２章 東アジアの地域レベルの環境問題＞ 

 地域レベルの環境問題としては、SOx や NOx の大量排出による越境酸性雨、森林火災に

伴う越境煙害、海洋資源の乱獲や海洋汚染などの海洋環境問題、黄砂などがある。なかで

も、酸性雨問題はとりわけ北東アジア地域で重要な関心事となってきている。 

 酸性雨の原因物質である SOx、NOx の地域最大の排出国は中国で、SO2は東アジア地域の

総排出量の 78%（日本は約 3%）、NOx は 57%（日本は約 11%）を排出している。 

 降水 pH は、中国では南部で低く、酸性雨が深刻であり、改善の兆しはない。韓国は年平

均値 pH5～6 で推移してきたが、1998 年からは pH5 を下回る地点も見られ、悪化の兆しが

ある。日本は年平均値 4.7～4.9 で推移しており変化はないが、pH5 未満の強い酸性度の地



点は 87%もあり、韓国よりも pH は低く、欧米と同レベルの酸性雨が降っている。また、日

本では、日本海側の測定局で冬季に硫酸イオンや硝酸イオンの沈着量が高くなる。 

 冬季に日本へ沈着する硫黄の 57%は中国が発生源で、日本の中では日本海側に最も多量

に沈着していることが長距離輸送モデルによって解析されている。 

 さらに、日本の日本海側では、越境酸性雨による影響が大きいと推測される森林衰退が

報告されている。 

 一般的に酸性雨による土壌・植生、陸水等に対する影響は長い期間を経て現れると考え

られているため、特に風上に位置する中国での環境対策の取り組みが遅れたり、規制が守

られなかったりして SOx・NOx 排出量が増加すると、日本における越境酸性雨被害が劇的に

増加することが懸念される。 

 

＜第３章 東アジア各国の環境問題の現状と環境規制状況＞ 

 中国では、1 次エネルギーの 67%を石炭に依存しており、大量の石炭燃焼に伴う大気汚染

が深刻である。最近改善されてきてはいるものの、それでも主要都市の SO2 濃度は日本の

大気汚染がひどかった 1970 年以前のレベルの高濃度、粒子状物質の年平均濃度は 63%の都

市が 2 級基準（一般住居基準）を超過し、南部では酸性雨による汚染が激しく、森林・農

作物・健康被害が発生しており、経済的損失も大きい。その他、河川・湖沼・沿岸海域の

水質汚濁、廃棄物などの問題も発生している。中国政府は、排出課金、高硫黄炭から低硫

黄炭への転換、汚染を引き起こす各種の小規模企業の閉鎖、総量規制、大中都市の市内と

近郊での石炭火力発電所建設禁止、硫黄部分 1%以上の石炭を使用する発電所の 2010 年ま

での排煙脱硫装置設置義務付け、新設石炭火力発電所の排煙脱硫装置設置義務付け、セメ

ント・鉄鋼・その他各部門の新技術・省エネ設備の普及促進、など様々な政策を進めてい

る。中国ではすでに環境関連の法律はかなり整備されており、重要なのはその施行の徹底

にある。行政監督・社会監督能力が低く、結果として規制の実効性が低い。また、第 10

次 5 ヵ年計画では環境投資総額 7,000 億元のプロジェクトが計画されているが、必ずしも

計画通りには進んでいないようであり、総量規制目標達成が危ぶまれる。 

 韓国でも一時期大気汚染が深刻化したが、天然ガスや低硫黄燃料の供給、工場や自動車

に対する規制強化より、改善してきた。現在では、石炭火力発電所のほぼ全てに排煙脱硫

装置の設置が達成されている。 

 東南アジア諸国では、都市への人口集中と経済活動の活発化によって引き起こされる水

質汚濁、自動車等による大気汚染、廃棄物の増大、上下水道に代表される生活インフラ整

備の立ち遅れに伴う衛生問題などがある。 



 

＜第４章 中国の産業に起因する環境問題の実態把握・評価＞ 

 中国の SO2排出量は、1995 年の 2,370 万 t をピークに減少しているが、2002 年でも 1,927

万 t が排出されており、世界最大の排出国である。2002 年の排出量の内訳は、工業系 1,562

万 t、生活系 365 万 t で、約 80%が工業系、約 20%が生活系。工業系の中では火力発電が 49%

を占め、次ぎにセメント、化学、鉄鋼、熱供給、非鉄金属、紙・パルプが続く。 

 NOx 排出量については、中国の公式データがない。研究者の推計では、中国の NOx 排出

量は著しく伸びており、2000 年の排出量は、約 1,135 万 t で、内訳は、産業（固定発生源）

63%、運輸部門 23%、民生等 14%である。工業系の中では火力発電が半分程度を占めている。 

 ばいじん排出量は、1997 年からは減少している。2002 年の排出量は 1,013 万 t で、その

うち工業系 804 万 t、生活系 209 万 t で、約 80%が工業系、約 20%が生活系。工業系の中で

は火力発電が 39%を占め、次ぎにセメント、鉄鋼、化学、食品、熱供給、紙・パルプが続

く 

 COD 排出量は、1999 年まで減少してきたが、その後は横ばいである。工業系の COD 排出

量は減少しているが、生活系は増加しており、1999 年からは生活系が工業系を上回ってい

る。2002 年は生活系 783t、工業系 584t で、生活系が 57%、工業系が 43%という構成比にな

っている。工業系の中では紙・パルプが 41%を占め、次ぎに食品、化学、紡績、医薬品が

続く。 

 以上の結果から、主要汚染物質の排出量が多い業種として、火力発電、セメント、鉄鋼、

紙・パルプについて、製品生産 1 単位当りの汚染物質排出量である排出原単位で評価した。 

 火力発電については、 

・SO2排出原単位は、中国（4.92g/kWh）は日本（0.23g/kWh）の 21 倍 

・NOx 排出原単位は、中国（3.98g/kWh）は日本（0.28g/kWh）の 14 倍 

・ばいじん排出原単位は、中国（2.16g/kWh）は日本（0.012g/kWh）の 180 倍 

である。中国の汚染物質排出原単位が高い原因は、 

 中国の汚染物質排出原単位が高い原因は、 

 1) 石炭を大量に使用しているにもかかわらず、対策が不十分である 

  (a)高い石炭火力発電比率（中国 76.2%：日本 23.1%） 

  (b)低い排煙脱硫装置の設置比率（石炭火力…中国 2.2%：日本 93.7%） 

  (c)排煙脱硝装置は設置数ゼロ（中国 0%：日本は石炭火力 79.3%、ガス火力 71.8%） 

 2) 低発電効率（中国 34.50%：日本 41.03%）である 

ためである。中国の発電効率が低いのは、老朽化した小規模火力発電ユニットの使用、大



容量・高効率ユニットが少ないこと、及び管理技術の低さ、が原因である。火力発電によ

る SO2排出量は、1997 年から 1999 年にかけて減少したが、これは主に小型火力発電ユニッ

トの閉鎖と「両控区」内の火力発電所の低硫黄炭への転換によるものである。しかし、そ

の後は電力需要の増大とともに火力発電所からの SO2排出量は増加転じている。第 10 次 5

ヵ年計画での、電力業の SO2排出量を 2005 年までに 2000 年比で 10～20%削減するという目

標は難しそうである。火力発電部門は最大の大気汚染物質排出業種であり、今後も経済の

成長に伴い電力需要は大きく伸びると予想されることから、十分な対策が必要である。こ

れまでの小型火力発電ユニット閉鎖や低硫黄炭への転換を進めるのみでは対策は不十分で

あり、これらに加えてさらに ①排煙脱硫装置の設置推進、②高効率ユニットへの転換、

③燃料のさらなる低硫黄化、④高性能集塵装置の設置、を進めなければない。 

 セメントについては、 

・SO2排出原単位は、中国（1.312kg/t-ｾﾒﾝﾄ）は日本（0.111kg/t-ｾﾒﾝﾄ）の 12 倍 

・ばいじん排出原単位は、中国（0.585kg/t-ｾﾒﾝﾄ）は日本（0.031kg/t-ｾﾒﾝﾄ）の 19 倍 

である。中国の汚染物質排出原単位が高い原因は、 

1) エネルギー効率と生産性の低さ、つまり時代遅れの技術、小規模工場の多さ 

  (a)エネルギー原単位の高さ（中国 171kgce/t-ｾﾒﾝﾄ：日本 120kgce/t-ｾﾒﾝﾄ） 

  (b) 平均生産規模が極めて小さい（中国 14 万 t／工場：日本 227 万 t／工場） 

  (c) 時代遅れの技術が主流（中国…竪窯 78%：日本…竪窯ゼロ） 

 2) 不十分な集塵設備とメンテナンス不良 

のためである。中国政府は、小規模セメント工場の閉鎖、竪窯の新設禁止、世界で主流の

NSP・SP キルンの拡大を進めているが、上記の通り排出原単位は非常に高い。また、セメ

ント生産量は増加により、SO2・ばいじんの排出量は増加している。したがって、①NSP・

SP 方式の拡大、②小規模セメント工場の淘汰、③高性能除塵装置設置、等をいっそう加速

する必要がある。 

 鉄鋼については、 

・SO2排出原単位は、中国（4.46kg/t-粗鋼）は日本（0.66kg/t-粗鋼）の 7 倍 

・ばいじん排出原単位は、中国（2.18kg/t-粗鋼）は日本（0.09kg/t-粗鋼）の 24 倍 

である。中国の汚染物質排出原単位が高い原因は、 

 1) 不十分な環境対策（脱硫設備はほとんど設置されていない） 

 2) エネルギー効率と生産性が低い設備の多さ 

  (a)エネルギー原単位の高さ（中国 1,010kgce/t-粗鋼：日本 650kgce/t-粗鋼） 

  (b)CDQ など省エネ設備の普及率の低さ（CDQ…中国 11%：日本 90%） 



のためである。また、エネルギー原単位の高さの原因には旧式小型設備がまだ多数稼動し

ていることともある。中国政府は、第 10 次 5 ヵ年計画で、旧式小型設備の淘汰、CDQ（コ

ークス乾式消火）など先進技術を採用し、2005 年に大中型企業のエネルギー原単位を

0.8tce/t-粗鋼 以下まで下げ、鉄鋼業からの SO2・ばいじん等の排出量を 10%低下させると

しているが、実際は SO2・ばいじん排出量は 2000 年より増加しており、目標達成は困難で

あろう。したがって、 ①脱硫設備、②集塵設備、③省エネ設備（CDQ、TRT、OG、CC 等）

等の導入加速が必要である。 

 紙・パルプについては、 

・SO2排出原単位は、中国（7.50kg/t-製品）は日本（1.88kg/t-製品）の 4 倍 

・ばいじん排出原単位は、中国（4.85kg/t-製品）は日本（0.23kg/t-製品）の 21 倍 

・COD 排出原単位は、中国（35.1kg/t-製品）は日本（2～8kg/t-製品）の 1.5～6 倍（COD 

の測定方法を考慮した場合） 

である。 中国の汚染物質排出原単位が高い原因は、 

  1) 不十分な環境対策 

  2) エネルギー効率と生産性が低い設備の多さ 

のためである。大気関係の負荷軽減としては、日本の紙・パルプ業は、排煙脱硫装置・高

性能除塵装置・排煙脱硝装置の設置、燃料転換（石炭→低硫黄重油・天然ガス・バイオマ

ス等）等を行っている。一方、中国では石炭火力発電所にこれから排煙脱硫装置が設置さ

れていく段階で、紙・パルプ業での排煙脱硫装置・排煙脱硝装置設置はなく、また除塵装

置の効率も不十分のようである。また、パルプの漂白工程では塩素を使用するのが一般的

だが、このプロセスでは有害大気汚染物質のクロロホルムなどが発生するため、日本では

ECF 漂白（元素状塩素を使用しない漂白方式、Elementary Chlorine Free）に順次転換し

ており、これらにより COD 排出量も低減している。中国政府は、小規模製紙工場の淘汰な

どにより主要汚染物質の排出原単位は低下している。しかし、これらの原単位は日本と比

べると高いレベルであり、COD 排出量は低下しているが、特に SO2排出量は紙製品生産量の

増加とともに増加している。また、ばいじん排出量は横ばいで、低下していない。したが

って、①排煙脱硫装置、②高性能除塵装置設置等を行う必要がある 

 経済発展段階と環境劣化との関係の評価するために、1 人当り SO2 排出量を 1 人当りの

GDP に対してプロット（環境クズネッツ曲線）すると、中国は、1995 年にピークになり、

その後は減少しており、ピークは日本や韓国に比べてかなり低所得側にシフトした。これ

は、特に北京オリンピックや上海万博の招致活動は、中国の環境問題がグローバルな関心

事となり、中国政府の環境対策を促す力となったため、中国政府が本腰を入れ始めたため



であろう。中国は日本や韓国と 1 次エネルギー源の構成が違い、もともと高硫黄炭を大量

に燃焼し、大量に SO2を排出していたため、主に小型火力発電ユニットの閉鎖と「両控区」

内の火力発電所の低硫黄炭への転換により、これだけ削減できたが、排煙脱硫装置設置は

あまり進まなかった。2002 年の中国の環境投資額は GDP 比の 1.33%ではあるが、これは 1

人当り 985 ドルというレベルの GDP の比率であり、これで十分な環境対策が行われること

を意味しない。排出量の絶対値は依然として莫大で、都市の大気質は依然として悪い状態

にある。専門家の試算では、酸性雨規制に基づく場合、全国で受け入れられる SO2 容量は

約 1,620 万トン、大気質 2 級基準を満足するための SO2容量は約 1,200 万トンとなってい

る。1 人当り所得が 4,000～5,000 ドルに達した場合、経済成長は汚染問題の軽減を求める

傾向があるといわれていることを考慮すると、中国全体の 1 人当り GDP が 985 ドルという

のは、かなり低いため、1995 年をピークに SO2排出量が減少しているからといって、単純

に経済成長が環境対策の強化を促す段階にきているとは判断できず、なお一層の環境対策

投資が必要である。ただ、所得の高い都市の GDP は、上海市 4,020 ドル/人、北京市 2,727

ドル/人、天津市 2,460 ドル/人であり、所得の高い都市部ではこの領域に入りつつある。 

 

＜第５章 我が国が比較優位にある比較優位にある環境関連技術の分析＞ 

 アメリカ－アジア環境パートナーシップ（US-AEP）は、アジア（US-AEP 国：韓国、香港、

台湾、フィリピン、インドネシア、シンガポール、ベトナム、マレーシア、タイ、スリラ

ンカ、インド）におけるアメリカの環境産業の競争力を評価するため、貿易統計データを

用いて、環境装置の輸出市場シェアを分析している。それによると、1999 年の全世界にお

ける環境装置全体の輸出シェアは、1 位アメリカ 26%、2 位ドイツ 19%、3 位日本 15%である。

アメリカのシェアは 1995 年の 22%からを伸びてきが、日本のシェアは 1995 年の 18%からし

だいに低下してきた。排水処理装置、大気汚染防止装置、モニタリング・解析装置、廃棄

物・リサイクルシステムなど、分野毎に見た場合でもアメリカのシェアは増加し、日本の

シェアは低下してきた。アジア（US-AEP 国）における環境装置全体の輸出シェアは、1 位

日本 39%、2 位アメリカ 27%、3 位ドイツ 8%である。日本のシェアは 1995 年の 43%からしだ

いに低下してきたが、アメリカのシェアは 1995 年の 23%から伸びてきた。分野毎に見た場

合でも日本のシェアは低下し、アメリカのシェアは増加してきた。 

 日本企業の競争力が弱い理由（欧米企業との差）としては、次ぎのような項目が挙げら

れている。 

(a)案件対応レベルでの違い 

・提案内容の違いでは、欧米企業は O&M、BOT、BOO といった事業運営まで含めた提案 



が可能であるのに対し、日本企業は依然としてプラント輸出の域を出ていない。 

・技術品質の違いでは、欧米企業は価格に見合った品質のプラントや装置を提案できるの 

に対し、日本企業は、日本市場で標準となっている仕様をそのまま持ち込むことが多く、 

結果として相手国のニーズに対して高価な仕様の提案となってしまう。 

(b) 企業レベルでの違い 

・欧米企業は現地化を積極的に進めているのに対し、日本企業は基本的に日本から装置を 

輸出することを前提にしているため、意思決定のスピードや調達コストの面などで不利 

である。 

・欧米企業は事業運営で利益をあげるという考え方であるが、日本企業は装置やプラント 

の輸出で利益をあげるという考え方である。 

日本の環境産業の競争力を、米国、ドイツ、フランス／英国と比較すると、総合力では米

国が世界の環境産業において最も強力であり、次いでドイツ、さらにフランスと英国が続

き、日本の環境産業の世界における競争力という点では第 4 位に止まらざるを得なくなっ

ている。米国企業はサービス部門で圧倒的強さを持っている。アジア諸国を始めとして対

外的にコンサルタントとして活動できる人材を豊富に持っているのが米国であり、こうし

た人材の蓄積もあって米国のサービス部門での力は圧倒的に強くなっている。次ぎにドイ

ツは、廃棄物処理に強みを持っている。化学産業が世界的に力を持つドイツでは、その化

学産業のバックアップを受けることができる廃棄物関連の処理システムが整っており、対

外的活動においても、リードしている。次ぎにフランスと英国のグループでは、世界的に

見て民営化が先行した上下水道で他国を圧倒しており、それぞれの国内で培ったノウハウ

を武器にして、国外で活発に受注活動を行っている。日本は、水処理と大気汚染対策のプ

ラントの部分で世界をリードしている。これらの技術は、1960 年代から 1970 年代に培っ

たものである。ただし、これらプラントは自治体よりの受注に依存している面が強く、国

内での高スペック技術は保有しているものの、対外的に販売を目指すときには、国内価格

とは異なり、「価格破壊」と呼ばなければならないほどの低価格で販売しなければ受注でき

ない状況にある。したがって、国内での競争力の強さ、高スペックであることが即座に、

対外的な競争力に結びついていないという欠点を持っている。 

 日本の環境産業にはいくつかの課題はあるが、東アジア環境市場で望みのある分野とし

ては、次ぎのようなものが挙げられる。 

 大気汚染分野では、脱硫装置の計画がさかんに行われている中国へ進出の可能性がある。

中国では現地企業にて脱硫装置を低コストで作れるようになったが、脱硫率は 85%とまだ

低い。中国政府による発電所の排煙脱硫装置の技術路線は、脱硫率 90%以上、運用率 95%



以上を保証することになっているが、現地企業の脱硫装置はまだそのレベルには達してい

ない。中国の国家重点環境投資プロジェクトは、環境技術、プラント・装置の品質に対す

る要求も高いので、技術は優れているが比較的高コストになりがちな日系企業にビジネス

チャンスとなりやすい。特に金額の大きいプロジェクトでは品質の高い外国製が信頼され

ている。東南アジアでの脱硫装置については、中国ほどの市場規模はないが、東南アジア

の中ではインドネシア、タイ、フィリピンが石炭火力発電が比較的多いため、これらの国

で可能性がある。 

 大気汚染防止にも結びつけた省エネルギー対策としては、中国の第 10 次 5 ヵ年計画で

積極的採用が求められている製鉄所の CDQ（コークス乾式消火）の可能性がある（日本も

中国現地で合弁企業を作っている）。 

 水処理分野では、先進国で自国に水資源がないシンガポールにおいて、排水から上水を

得るためのプラントに使われる限外ろ過（UF）膜エレメントの可能性がある。ただし、プ

ラント自体は欧米企業が強い。東南アジアにおいては、海外からの進出企業を中心とした

工場の排水処理において可能性がある。また、ODA によるインフラ整備としての上下水道

整備において、東南アジアで日本企業が進出できる可能性がある。中国においては現地企

業または欧米企業が優勢であり、可能性は低い。 

 ごみ処理分野では、シンガポール、台湾、韓国において、ごみ焼却用のガス化溶融炉の

需要が発生しており、日本と似たダイオキシン対策の導入が必要な状態が生じている。ま

た、マレーシア、タイ、中国においては、ストーカ式または流動床式のごみ焼却炉の可能

性がある。なお、フィリピンは 1999 年に公布された大気浄化法によりごみ焼却が禁止さ

れたため、また、インドネシアとベトナムは資金がかかる焼却施設よりもオープンダンピ

ング（埋め立て）が主流のため、これらの国でのごみ焼却炉の可能性は今のところ少ない。 

 

＜第６章 欧州における越境汚染問題解決の枠組み＞ 

 欧州における越境汚染問題解決の枠組みとしては、酸性雨に関する長距離越境大気汚染

（LRTAP）レジーム、バルト海沿岸地域の海洋環境保全の枠組み、ライン川汚染防止の枠組

みなどがある。ここでは、これらの枠組みの概要と枠組み形成経緯を概説した。これらの

枠組み形成は、ひとことで言えば科学主導である。欧州における地域環境問題への取り組

み方の特徴をまとめると、以下のようになる。 

①まず、汚染が深刻になり、被害が現れはじめる。 

②次ぎに、科学者による国際共同モニタリングが行われ、データ及びその解析結果を各国

が共有、政治家等が環境問題の現状と環境保護の重要性を認識し、被害国と加害国の対立



構造が調整される。 

③科学的根拠をもって削減数値目標設定の交渉が行われる。 

 

＜第７章 東アジア地域レベルでの環境関連技術の移転を可能にする地域的枠組み分析＞ 

 東アジア地域で地域環境政策・環境協力を進展させていくための長期的目標は、欧州の

酸性雨問題で形成された長距離越境大気汚染レジームであろう。すなわち、環境モニタリ

ング等の科学的調査・データの確保、地域環境に関する共通認識の形成、汚染源等のイン

ベントリーの整備、地域環境の構造の明確化、地域環境改善のための計画の策定、汚染物

質の削減、資金協力・技術協力の推進、普及啓発、地域政策の推進のための組織等の各般

にわたった施策に関して、関係各国・地域における基本合意を得て、地域政策枠組みを構

築することである。これらの地域環境政策の構築を進展させる上で重要な点は、一般的に、

科学的な調査・研究に関する取り組みを優先すべきことである。地域環境等に係わる共通

認識の醸成は、各国の環境意識を高め、環境への取り組みを進める上で不可欠の要素であ

る。 

 東アジア地域においては、既に様々なプログラムや地域協力のイニシアティブが複雑な

形で存在している。しかし、いずれの活動も、欧州で見られるような環境負荷の低減まで

踏み込んだ地域政策は確立されていない。今後これらの既存の取り組みを、枠組み条約等

の環境レジームの形成に発展させることが望ましいのはいうまでもない。 

東アジア地域における越境大気汚染レジーム形成であれば、まず EANET（東アジア酸性

雨モニタリングネットワーク）の機能をモニタリングのみから統合アセスメントに拡大し、

取り組む対象も酸性雨だけでなく、関連する他の越境汚染問題も扱い、科学的情報を収集

して共通認識を形成し、EMEP（欧州長距離大気汚染物質監視・評価計画）のような組織を

目指していかなければならない。レジーム形成では、東アジア地域の越境大気汚染問題の

利害関係の中心にある日中韓がまず合意する必要があるため、TEMM（日中韓三ヵ国環境大

臣会合）も協調して枠組み形成を協議する必要がある。 

 しかし、東アジア地域における現在の主たる汚染源は中国という発展途上国であるため、

現時点で排出削減の自発的活動を求めることが難しい。これは、欧州における越境汚染源

が主にイギリスという先進国であったのとは異なる。そこで、当面は、排出量削減を法的

に拘束する条約レジームではなくとも、相手国内の環境問題を解決するために環境関連技

術の移転がスムーズに行われる政策枠組みが重要である。ここでも TEMM が重要な役割が果

たせると考える。その理由は、TEMM の優先取組分野の中に「環境産業分野及び環境技術の

協力の推進」や「大気汚染防止及び海洋環境保全のための適切な対策の追及」があり、環



境産業振興プロジェクトとして日中韓環境産業ラウンドテーブルや環境技術・環境製品の

展示会を開催したことがあるためである。 

 また、今後は、日中韓三ヵ国の経済産業政策担当者による環境技術協力会合を TEMM のよ

うに開催し、ここで東アジア地域における産業環境汚染実態の認識の共有化、環境関連技

術移転のあり方、対中国技術移転協力の日韓の役割分担など、環境分野での産業協力を話

し合うことにより、さらに具体的な産業環境汚染防止に結びつくことが期待される。地域

の環境状況、環境政策、環境対策状況、環境投資状況等、現状について共通認識した上で、

どういう対策をすべきか、どういう協力ができるか等を話し合うのである。何も日本がい

つもいつも資金も人も出す必要はなく、日中韓で役割分担すればよい。その中で、日本が

培った環境関連技術の移転可能性を見出すことができれば、環境ビジネスの可能性も拡大

してくる。また、どの国が実施しようと、中国において汚染物質が削減されれば、日本へ

の越境汚染は低減され、日本のメリットになる。そして、将来的には、このような環境技

術協力会合が日中韓三ヵ国から東アジア地域全体に拡大されることが望ましい。 

 

 

 

この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。 

 

 

 

 


