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講演④

「低炭素・共生社会をめざす中国中部地域
における環境問題への取り組み」

　　湖南大学政治・公共管理学院常務副院長・教授

　　低炭素経済・社会発展研究所長

 陳　暁春

　1959年湖南省生まれ。1983年湖南財経学院（現在の湖南大学）卒業後、湘潭大

学助手、副教授を経て、1999年より湖南大学に勤務、現在に至る。この間1992年

～1994年大阪市立大学客員研究員、1994年～1999年久留米大学大学院修士課程・

博士課程単位取得後、博士（経済学）。研究領域は多方面にわたり、当初は統計

学を専門にしていたが、近年は非営利組織の経営、政府行政組織の管理、環境経

済、多国籍企業を中心に研究。湖南省行政学会理事、副会長。

　主著は、『消費統計学』（湖南人民出版社1989）、『市場経済と非営利組織の研究』

（湖南人民出版社2001）、その他、環境経済、非営利組織などに関する編著および

論文は多数。

〔講師プロフィール〕
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演　題： 「低炭素・共生社会をめざす中国中部地域における環境問題への取り組み」

講　師： 陳　暁春氏（湖南大学政治・公共管理学院常務副院長・教授、低炭素経済・社会発展

研究所長）

日　時：2011年12月 3 日 14：00～15：00

会　場：関西大学　尚文館 1階マルチメディアAV大教室

施氏：お時間となりましたので、次の講演を始めたいと存じます。ご講演いただくのは、中国、

湖南大学政治・公共管理学院常務副院長・教授、低炭素経済・社会発展研究所長の陳暁春先生

でございます。演題は「低炭素・共生社会をめざす中国中部地域における環境問題への取り組

み」でございます。なお、通訳をしていただくのは、聖泉大学の唐楽寧先生でございます。唐

先生、本日はどうもありがとうございます。それでは、陳先生についてのご紹介は、水野先生

にお願いしたいと存じます。

水野氏：私のほうから、今日これからご講演いただく陳暁春先生のプロフィールについてご紹

介させていただきます。陳先生はお手元の資料にございますように、1959年に湖南省にお生ま

れになり、1983年湖南財経学院、現在の湖南大学をご卒業後、湘潭大学の助手、副教授を経て

1999年より湖南大学に勤務されておられます。この間、1992年から94年にかけて、大阪市立大

学の客員研究員として来られまして、それから94年から99年にかけて九州の久留米大学で修

士、それから博士課程に進学されて単位取得後、久留米大学から博士を取得されておられます。

研究領域については多方面に渡り、当初は統計学を専門にされておられましたが、その後は非

営利組織の経営や、あるいは政府行政組織の管理、環境経済、あるいは多国籍企業を中心に研

究をされておられます。湖南省の行政学会の理事、副会長も現在務めておられます。主著につ

いては最初の頃に書かれた『消費統計学』や、その後は多くの著書、論文がありますが、『市

場経済と非営利組織の研究』という恐らく博士論文をベースにされてまとめられた著書であり

ます。その他、環境経済に関わるところ、あるいは本日講演していただくような領域について

のご専門の研究論文、それから非営利組織などに関する編著および論文が多数ございます。

　湖南大学についてご紹介しますと、このフーナン、湖南というのは、洞庭湖の南ということ

であり、中国の内陸部のほうの湖南省というところから来ておられます。長沙市が省都で、実

は平和堂というスーパーがデパートとして進出していて、現在 3つぐらい店舗があります。湖

南省の中心的な都市になっているところであります。そこにある湖南大学は、岳麓書院という

中国の哲学思想、それから朱子学に関心がある方は必ずご存知のところでもあります。この岳

麓書院は976年に創立されておりますので、1000年を超える歴史を持っている大学でもありま

す。近年は総合大学になり、中国の重点大学になる「211工程」というプロジェクトに認めら

れました。あるいは江沢民さんが1998年から出した「985工程」でも認められております。「211
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工程」というのは「21世紀の100大学」という重点大学の構想でありますが、「985工程」とい

うのは理科系を中心に30数大学を重点大学化していくものであります。また医科大もお持ちで

あり、非常に中西部では有力な大学でございます。その公共管理の大学院あるいは学部が新し

くできるときに移られた方が陳暁春先生であります。

　また、通訳をしていただく唐先生も湖南省のご出身であります。湘潭大学という、毛沢東の

故郷の韶山に、毛沢東の「湘潭大学」の揮毫が残されている立派な大学があります。そこでお

二人とも最初、勤務をされておられました。

　実は、私は、その頃、1990年に鹿児島大学に勤務しておりました。鹿児島市と長沙市はなぜ

友好都市なのかと思っておりましたが、鹿児島は明治維新の元勲、西郷さんを輩出したところ

で、中国湖南省は毛沢東や彭徳懐等、いわゆる歴史上の大人物、現代中国を形作った方を多く

輩出したところであったという関係だそうであります。その頃に、私も中国に行き、お二人と

はその頃からの友人でもあります。そういうことでちょっと蛇足でありますが、私からご紹介

させていただきました。それでは陳先生、よろしくお願いします。唐先生に通訳をお願いします。

陳氏：人類史上最初の環境問題に関する京都議定書の提唱国日本、そして水の都とよく世界で

知られている大阪でこんな講演をさせていただくということは非常に光栄に存じます。

　本日私のほうから報告するテーマは、先ほど申し上げたように「低炭素および共生をめざし

た中国中部地域の環境問題に関する取り組み」であります。皆さまご存知のように中国の経済

が近年急速に発展しております。同時に中国政府としては、経済を発展させると同時に環境問

題、特に炭素の排出量をこれからいかに減らしていくかということが、政府としては非常に重

要な課題の一つであります。そして中国においては、掲げた目標を国全体でどう達成するかを

考えるプロセスの中で、中央のほうから、各地方自治体である各省に、達成する目標を分担す

るという形で進めております。もう一つあえてここでアピールさせていただきたいというの

は、私どもの湖南省は、2007年中央政府の認可を得て、いわゆる「資源節約型」、「環境友好型」

といういわゆる両型という新しい社会の建設を、今目指して進んでいるところであります。

　人類の経済発展の歴史においては、工業革命以降、経済発展を第一に考えたことにより相当

環境が汚染されてから「いかによくするか」というプロセスをたどっております。1968年、生

態学者のハーディン氏が『サイエンス』誌に発表された論文「コモンズの悲劇」、いわゆる「共

有地の悲劇」は非常に有名であります。オープンアクセスすることによって結局牧地自体が破

壊してしまったという内容であります。この写真は、揚子江の川底に化学的廃棄物を勝手に捨

てているという痛々しい写真であります。一方的に経済の発展を追求しすぎて、経済だけある

いは生産だけを上げていくという、そして過剰な車社会になってしまったことが、結局、我々

が、今、住んでいるこの地球には相当な負担、過剰負担になっております。なぜ私がここで「低

炭素あるいは共生」を強調しているかというと、やはり先ほど申し上げたような「コモンズの
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悲劇」が再び起こらないようにと強く思っているからであります。

　中国の中部地域は、 6つの省、湖南省、湖北省、江西省、安徽省、山西省、河南省の 6つの

省で構成されており、中国のGDPに占める比率はおよそ 3割であります。

　低炭素、あるいは共生の社会の実現は、工業社会と切っても切れない関係があります。低炭

素経済とは、やはり低消耗、低排出、低汚染の三つであります。共生の理論は、基本的には生

物間あるいは人間同士であり、生物間が共存のために、共通の目標のために、いかに調和ある

いはバランスの取れた環境を作っていくということだと思います。例えばこの写真のように、

ワニは凶暴な動物と言われますが、鳥との共生もできます。口の中の掃除をしてくれる小鳥の

存在が、凶暴なワニにとっても必要不可欠と関係であります。

　共生というものは単に自然界にあるものではなくて、我々の人間の社会の中にも一つの理想

的な社会、バランスの取れた共生の、共に繁栄していくという社会に必要だと思います。例え

ば政府と社会の関係、そして政府と企業の関係、企業と社会の関係等、お互いにバランスよく、

お互いにプラスになるような関係でなければなりません。

　公共経済学の視点からこの問題を考えますと、基本的には二つのモデルがあろうかと思いま

す。一つは、行政機関が指示命令の行政手段を通してコントロールするということであります。

もう一つは、いわゆる「完全な市場モデル」という取引であります。こういう関係で問題を解

決しております。

　ここで議論したいのはこの二つのモデルではなく、やはり低炭素・共生を目指した社会モデ

ルをどう構築すべきかという問題であります。 従って公共経済学の視点から申し上げますと、

私が考えた低炭素・共生モデルの社会は、行政、市場、環境、社会あるいは大衆という、四つ

の側面から構成されるべきだと考えます。

　先ほど申し上げたのは全般的な考え方でありますが、これから具体的な中国の中部について

申し上げたいと思います。2006年、中央政府が中国の中部地域の振興策を打ち出し、中部に位

置する 6省の経済発展に大きなインパクトを与えております。中国は、経済をどうしても優先

的に考えていかなければならないという側面があり、やはり環境がどうしても後回しになって

しまったため、この問題が実際中国の中部、 6省の発展の中にも同じことが繰り返されており

ます。悲惨な場面が写真の中に写されておりますが、このような現実が多々あります。

　汚染について具体的に申し上げますと、まずこの水資源であります。水の汚染は中部に限ら

ず中国各地で起こっている環境問題であります。これは太湖の写真であります。中国の2010年

の環境白書の報告データによりますと、中国の中部の 6省における、中国の観察の分類のⅠ類

からⅤ類までのそれぞれの水の汚染の程度が87.1％、5.8％、2.9％、39％、というデータが出

ております。日本の琵琶湖はかつて悲惨な歴史もありましたが、今は非常にきれいな湖になっ

ております。湖南省のトップの省長が日本視察に来た時に、琵琶湖に感心し、琵琶湖をもとに
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して中国の洞庭湖をこれから改善していこうと考えました。

　この写真は、中国の有名な観光地の九寨溝の風景であります。今でもこんなにきれいな風景

や水が維持されているのは、やはり前総理である朱鎔基さんが農地を元の状態にして、それか

ら森林を元の状態に戻すという政策によって維持されている、あるいは保全されている結果だ

と思います。そして中国の統計年鑑のデータによりますと、中国 6つの省の工業排水の中の生

化学的酸素必要量は、 1万分の 2に達しております。これは中国の他の地域、あるいは世界の

レベルよりはかなり高い数字であります。

　先ほどの三つの汚染に加えて、大気汚染は本当に見過ごせない問題であります。中部地域の

6省は大気の質が汚染されて、世界では常識で考えているような空気の質にまで全然達してお

りません。工場の排気ガスあるいは粉塵によってこんな写真しか写りませんでした。ただ中国

全部がこの写真のようなところばかりではありませんが、例えば、工業がよい意味で遅れてい

る、環境がまだ汚染されていない四川省の奥の方ではこんなにきれいな山紫水明のところもあ

ります。また例えば、中国の西北部に、張家界という国の森林公園があり、特に韓国の観光客

がこっそりよく訪れております。

　ここに示しているのは二酸化硫黄の排出量に関する環境の詳細データであります。そして、

中部に位置する 6省のそれぞれの二酸化硫黄の排出量をこの一覧表で示しております。

　水、大気、それからいわゆる固体形のゴミの汚染の問題が非常に深刻化しております。当然、

そういう固体形の汚染物が土壌に入りますと、我々が口にする食糧品まで汚染してしまうこと

になります。

　生態系の環境の汚染状況については、この資料では広い意味で申し上げましたが、基本的に

はいわゆる「緑地の面積」、「グリーンの面積」ということであります。今、中部に位置する 6

省のそれぞれの緑地面積がどんどん減っております。言うまでもありませんが、森林や緑地等、

植物は大気中の二酸化炭素を吸収してくれるという大事な資源であります。また人間と自然と

の共生の一つの象徴的な場面、環境ではないかと思います。この写真は、私どもの湖南省の南

の、郴州という村の前の風景であります。最初は川が汚染されて、やはり村人たちがそれを意

識して自主的に改善活動を行い、今ではきれいになって、そして船の運航も始めたということ

であります。

　今、中部の 6省は、二重のプレッシャーを受けております。一つは言うまでもありませんが、

いかに経済を早く発展させるかということと、後にもたらされた環境との問題の衝突でありま

す。私が夏休みの間に行った山西省は、中国では観光で有名なところでありますが、本当にこ

こに写っているような、写真ほどひどくありませんが、どこを見ても似たような風景でありま

す。先ほどのいろいろな中国の政府あるいは関係機関が発表したデータから見ても、いかに中

国中部地域における経済発展とともに環境破壊されていくかということがお分かりいただけた
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かと思います。

　中部に位置する 6省でもやはり工業集積、工業パークの近くは相当汚染されて、そこから離

れている地域はやはりきれいな水、きれいな山が残っております。これは、先ほどのデータに

基づいて、中部の 6省の経済と資源とそして環境がいかに対立しているか、そして経済の発展

との関係、繋がりを示している。ここでデータを並べて分かるのは、河南省は経済、資源、あ

るいは環境、非常によくできて、順位が一番上ということであります。湖南省は洞庭湖として

知られている中国の中部地域の一つということでありますが、残念ながらいわゆる雨季、増水

期でも、洞庭湖の底が全部見えて、草原になってしまうのであります。

　中国中部地域あるいは、中国全域から見た環境と経済発展あるいは生態の問題についてこれ

からどういう政策を取るべきかを中心に議論していきたいと思います。まず、中国政府として

はやはり環境問題を非常に大事に考えていることを申し上げます。そして中部に位置する 6省

も、いわゆる中部地域の環境と経済発展に関する計画を近々発表する予定であります。繰り返

し申し上げますが、やはりまず経済を優先的に発展させて、その後に環境問題を考えるという

モデルを絶対にやめなければなりません。当然その対象としては、良い意味でも悪い意味でも

まず企業が注目されます。環境問題の改善、企業の廃棄物の削減に取り組むには、やはりそれ

なりの投資が必要でありますから、いかに資金を確保するということ、そしてそのシステムを

確保しなければならないと思います。

　環境問題への投資はまず金額的には非常に莫大で、収益がすぐ出てこないということが一つ

のパターンだと思われるので、企業としても積極的に環境に投資する、あるいは社会資金の環

境への投資というのがあまり好ましくないという状況になっております。

　これは大都市の近辺の川でしょうか。建物はきれいになっておりますが、近くに流れている

川は随分汚染されて魚も死んでしまったような、本当に痛々しい写真であります。悪い写真と

良い写真を繰り返しお見せしておりますが、よいところも決して忘れてはいけません。

　さて、先ほど申し上げた一つは行政手段、行政主導ということで改善するということと、も

う一つは完全に市場に任せて市場取引で解決してくれるというモデル以外に、いわゆる「低炭

素・共生社会のモデル」というのはこの 4つの側面から協力して改善していく必要があるので

はないかと思います。この環境問題といっても、まず環境を維持する技術、あるいは環境を改

善する技術ということが何よりも第一に開発されなければなりません。現在、私の今いる湖南

省のほうは、日本の大手企業の三菱自動車が投資したいわゆるEV車の生産工場が出来ました。

やはり日本の大手企業が中国の環境問題なり環境改善、あるいはグリーン生産にも貢献してお

ります。

　また、環境問題の中でやはりどうしてもこれから強調したいのは、産業構造の改善あるいは

変化の中で、人の役割いわゆる人文主義、つまり人を大事にするということ、これをもとに経
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済問題を解決していかねばならないかと思います。また、日本あるいは中国は東アジアに位置

する国でありますから、文化産業の振興も低炭素社会あるいは共生社会の一翼を担うことがで

きるのではないかと思います。例えば日本のアニメは、大連あるいは湖南省の長沙でも、大き

な産業になっております。古い産業にとって変わった新しい産業として大きく成長しております。

　また、企業が注目される中で、一つの企業単独ではなくて、企業と企業同士あるいは産業同

士の連携がどうしても必要かと思います。今年、中国の今の国家主席の胡錦濤さんが講演の中

で、やはり産業間の連携、社会の連携を通して、社会の持続可能な発展をしていくということ

が必要だと強調されております。もちろん胡錦濤さんは中国国内というだけではなく、やはり

世界的な、グローバルな環境問題に関する取り組み、連携が必要であると示された私は理解し

ております。しかし、私がここで特に強調させていただきたいのは、やはり日本あるいは日本

の産業界、日本の技術を持っている企業との間の連携が非常に中国の経済あるいは発展と環境

問題の改善にはとても大事であり、重要なパートナーの関係になっているということであります。

　さらに、単に一部の地域あるいは一国だけではなくてグローバルな低炭素の技術の開発ある

いはイノベーションのメカニズムを構築しなければならないと思います。まず 1点目にこの生

産プロセスの中の廃棄物のリサイクル、再利用という問題が必要かと思います。 2点目が、や

はり森林資源。我々にとっては取って替わることができないような大事な資源であります。ま

たこの中部地域の問題に戻りますが、やはり経済発展させると同時に、低炭素産業と技術の融

合、結合がこれから必ず出てくる重要な課題だと思います。中国の総理の温家宝さんがやはり

政府の活動報告の中で、これからはやはり低炭素排出型の産業の体系あるいは消費モデルの構

築に努めていくと宣言しております。

　申し遅れましたが、これは中国全土から見た中国中部に位置する 6省の位置づけでありま

す。先ほど申し上げたように、この 6省のGDPは全国のGDPの 3割ぐらい占めております。

環境問題は一地方行政だけではとうてい解決できるような問題ではありませんが、中央政府あ

るいは行政としては財政政策や税収政策の面でそれを支えなければならないかと思います。そ

して公共的な社会資本の環境問題への参入を促進させなければなりません。これが北京の写

真、砂埃でこうなっている状態であります。

　この黄砂の問題、日本でよく言われておりますが、これは単に北京あるいは日本に飛んでく

るだけではなくて、実は中国の中部地域でもよく起こることであります。それから何よりも、

マクロ的にコントロールしなければならないというのが環境問題の一つの特徴でありますか

ら、これはやはり政府の責任だと私は思っております。当然行政指導以外には法整備、法律の

面で経済活動、社会活動を規制しなければならないという必要が出てくるかもしれません。

　このきれいな写真は、私の勤める湖南大学の近くの写真であります。これも地方行政と大学

が高い関心を持って一緒に改善に努力した結果であります。環境問題ばかり強調されておりま
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すが、やはり環境もそういう技術の開発あるいは環境意識の教育、それに関する人材の育成が、

大学あるいは教育機関の責任ではないかと思います。そして昨年度、日本での文科省にあたる

中国の教育部が各大学に対して「低炭素学科」というような学科の設立を働きかけております。

　これがこの有名な観光地になっております、安徽省の黄山の写真であります。これが私ども

の大学の近くの風景であります。愛晩亭、毛沢東さんが若い時ここで勉強されたという非常に

由緒のある中国式の建物であります。

　今年は辛亥革命100周年の年でもありますが、辛亥革命のリーダーの中には相当の人数の

方々が、実はかつて日本留学経験されておりました。中国の近代歴史の中で大きな役割を果た

したリーダーの中に、相当の人が日本に留学し勉強されて、そして帰国して中国の近代の発展

に貢献した人は多いといっても過言ではありません。中国の近代歴史の発展の中でかつて日本

に留学した人が日本で大いに学んで中国の社会の進歩に貢献してきたように、今、低炭素ある

いは環境問題の改善の中で、日本という国の果たす役割が非常に大きいと期待しております。

　最後に締めくくりますと、人類の発展の中で、やはり発展とそして経済の発展、社会の発展

と、そして資源の利用とそして環境問題、環境保全、この 3つのジレンマをいかにうまく調和

させて発展していくかということが、これからの中国だけではなくて人類の未来につながる大

きなテーマだと考えております。この写真は、私どもの湖南省の省長が集めた、いわゆる産学

官の方々が「低炭素社会・共生社会をいかに構築すべきか」について話し合ったシンポジウム

の様子であります。貴重な時間をいただき、ありがとうございます。

施氏：経済開発が著しく進んでいる中国においても、現在、環境汚染、環境破壊そしてそれら

による深刻な人的・物的被害が実際に生じております。経済成長それから自然との共生を実現

していくために、またこれからの持続成長をするために、いかに低炭素・共生社会を構築する

かは重要だと感じます。特に陳先生が提唱されているモデル、すなわち政府レベル、市場レベ

ル、環境レベル、最後に社会レベルからなるものが今後ますます重要な意味を持つものとなる

でしょう。本日は陳先生にご講演をしていただきどうもありがとうございました。また通訳の

唐先生、ありがとうございました。
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