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１．はじめに 

2004 年 11 月 11 日に「残留性有機汚染物質（POPs：Persistent Organic Pollutants）
に関するストックホルム条約」注）（以下「条約」という。）が正式に発効した中国におい

ては、現在、国家環境保護総局を中心に条約を履行するための国内実施計画（NIP）の

策定及び同計画に盛り込むべき各措置について、地球環境ファシリティ（GEF）、世界

銀行、国際連合工業開発機関（UNIDO）等の支援を受けつつ準備中である。 

条約においては、締結国が講ずべき対策として、POPs に関する調査研究、モニタリ

ング、情報提供、教育等及び途上国に対する技術・資金援助の実施等、国際的に協調し

て廃絶、削減を図ることの必要性が掲げられている。 

日本においては、既に 2002 年 8 月 30 日に条約を批准しており、POPs の製造・使用

等を規制する化学物質審査規正法（1973 年制定、2003 年最終改正）やダイオキシン類

対策特別措置法（1999 年制定）等、対策に係る諸法令により条約が規定している加盟国

への履行義務を担保してきた。現在は、削減対策に係る取組みとして、ダイオキシン類

の排出インベントリ整備及びモニタリング調査、農薬無害化処理実証試験の実施、PCB
適正処理の実施等に加え、条約で求められている NIP を策定中であり、NEDO 技術開

発機構においても、ダイオキシンや PCB 等の分解・無害化に関する技術開発をはじめ、

化学物質のリスク評価及びその手法の開発に取り組んでいる。   

かような背景を踏まえ、NEDO 技術開発機構では、中国政府との協議を経て、2004
年末から具体的な研究協力プロジェクトに着手したところである。 

  本稿では、中国における POPs 対策の現状と、当機構の研究協力について概括する。 
 
2. 中国の条約への対応 

中国と条約への関係は 2001年 5月 23日のストックホルムにおける条約署名に始まる。

2002 年 10 月 17 日には、温 家宝 国務院副総理（当時）は、国家環境保護総局に対し、

POPs 問題について率先して関連部局と協調し、早急に対策を取るよう指示。これを受

け 2003 年 4 月には同局内に POPs 条約履行準備弁公室（現 POPs 条約履行弁公室）が

設立され、同条約に関連する政策、プロジェクト、基金の活用、情報収集・提供など、

条約履行準備作業に着手。さらに、同年 9 月には、外交部、国家発展改革委員会、財政

部、科学技術部、商務部、農業部、建設部、衛生部など関連する 11 の部・委員会によ

り、条約実施プラン作成指導チームが組織され、POPs 条約履行弁公室が事務局を務め

ることとなった。中国が条約を実施するために発生する課題（国家プランの作成、準備
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作業等）及び各組織間の調整は、本チームにより対応している。これらの取組みを経て、

条約への加盟は 2004年 6月 25日に開催された全国人民代表大会常務委員会において承

認され、同年 11 月 11 日をもって中国国内において正式に発効した。        
中国における条約実施に関する作業は、国家環境保護総局 POPs 条約履行弁公室を窓

口に、各国際機関や欧米各国との資金面及び技術面での協力を得つつ進められている。

特に、世界銀行、国連開発計画（UNDP）及び国連環境計画（UNEP）を実施機関とす

る地球環境問題の解決に資するプロジェクトを実施する開発途上国等への資金供与メ

カニズムである GEF は、条約第 13 条に規定する国際的資金供与機関として、中国にお

ける POPs 対策上、重要な位置を占めている。                  
 具体的には、条約第７条に定める NIP の策定、PCB の管理と廃棄に関する実証、POPs
殺虫剤の代替品開発実証等の計画が進行中である。 

NIP については、その制定に向けた資金計画やプロジェクトを確定する準備作業が

2003 年 3 月に終了し、GEF は同年 5 月にその内容について承認するとともに、総予算

規模 1100 万ドルのうち 440 万ドルの拠出を決定した。条約締結国は当該国における条

約発行後 2 年以内に NIP を締結国会議に提出することとされており、現在策定作業中

である中国の NIP は 2006 年 11 月末までに完成させる必要がある。イタリア、カナダ

両国政府も本 NIP 策定に係る資金を拠出している。 
PCB の管理及び廃棄に係る実証については、GEF の拠出によるプロジェクトドキュ

メントを作成中。コンデンサーやペンキ添加剤として生産・輸入・使用された PCB の

廃棄物は 1980 年代から 90 年代にかけて集約化された上で地下保存されていたが、保存

データの紛失等もありその保存場所の特定、モニタリング及びその処理が喫緊の課題と

なっている。このため浙江省及び遼寧省の 2 ｹ所をモデルとして PCB のモニタリング及

び無害化・焼却処理を行う予定。総予算規模は 4,300 万ドルを予定しており、うち GEF
が 2,600 万ドル、イタリア政府が 150 万ドルを拠出する予定である。 
その他イタリア、カナダ等先進各国との二国間協力も進められている。我が国も国際

協力事業団（JICA）専門家により、日中友好環境保全センターにおいて、ダイオキシン

分析技術移転の支援が行われている。 
 

3. 中国における環境問題を取り巻く課題 
NEDO 技術開発機構及び中国国家環境保護総局は、POPs に係る中国側が抱える

問題点を抽出するとともに日本が有する対策技術及び管理制度との連携の可能性を

探ることを目的に、2004 年 7 月「残留性有機汚染物質（POPs）対策技術に係る日

中共同セミナー」を北京において開催するとともに、当該セミナー開催等を通じて

中国における POPs 等環境政策をとりまく課題を、「中国における有害物質の計測・

対策技術支援研究協力の可能性調査」（委託先：神鋼リサーチ㈱）として取り纏めた。 
当該調査結果によると、中国における環境政策を取り巻く課題として、経済発展

に重点が置かれた政策、企業における非効率性及び環境意識の低さ並びに政府の財

源不足に加え、制度的な問題として、法制度の不備、具体的には環境関連法の実効

性の欠如、行政法規・条例・基準・指導方針等の間における整合性の欠如及び法律

を執行する強制力の欠如並びにモニタリング体制の不備を指摘している。 



国家環境保護総局も、かような課題を踏まえ法律執行の強化を図るとともに、2003
年 9 月には「全国危険廃棄物及び医療廃棄物処理設備建設計画」を策定し、同計画

に基づく「ダイオキシンモニタリングセンター」を全国７ヶ所に設置することを決

定する等の対策を講じている。しかしながら、環境保護関連法令の実効性に向けた

取組みは、未だ途に着いたばかりであり、モニタリング体制についても、先進的な

技術の導入及び人材の育成が急務であるとされている。 
 

４．NEDO 技術開発機構における取組み 
日中共同セミナー及び「中国における有害物質の計測・対策技術支援研究協力の

可能性調査」を踏まえ、NEDO 技術開発機構及び中国国家環境保護総局は「中国に

おける残留性有機汚染物質分析管理システムの構築に関する研究協力」を日中共同

研究のテーマとして選定し、2004 年 12 月 15 日付けで基本協定書を締結した。 
本研究協力の概要は、以下のとおりである。 

(1)  目的 
日本国内で適用されている POPs に関する適切な分析管理技術を用いることによ

り、中国における計測及びモニタリング機能の向上を通じた適切な POPs 分析管理

システムの構築に資することを目的に、主にダイオキシンを対象に、中国に適した

測定精度管理及び分析データ処理に係る手法を開発するとともに、当該手法の標準

化を目指す。 
(2) 実施内容 

(ｱ)測定精度を確保するためのサンプリング、分析及びデータ処理に関する手法の開

発及び当該手法の標準化 
(ｲ)中国における普及性を考慮した迅速又は簡易な分析手法の適用可能性の検討 
(ｳ)設備及びその運用の安全管理手法の確立とその標準化の検討 
(ｴ)人材育成及び成果普及  

(3) 実施場所 
(ｱ)国家環境保護総局危険廃棄物管理研修・技術移転センター（北京市） 

清華大学環境学部内に設置された研修・技術移転センターであり、1995 年には

バーゼル条約に基づくアジア太平洋地域の研修技術移転センターとして指定さ

れた。 
(ｲ)遼寧省環境観測センター 
(ｳ)浙江省環境観測センター 

いずれも「ダイオキシンモニタリングセンター」が設置される予定になってお

り、PCB モニタリング及び無害化等のプロジェクトも進められている。 
(4) 実施体制 

日中それぞれ、以下のとおりプロジェクト実施機関を選定。 
・日本側：国土環境株式会社、財団法人産業環境管理協会及び財団法人日本環境

技術協会 
・中国側：国家環境保護総局 POPs 条約履行弁公室 

 
５. 今後の見通し 
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  現在、中国政府（国家環境保護総局）、遼寧省環境観測センター、浙江省環境観測

センター等の研究者を招聘し、日本におけるダイオキシンモニタリングの手法及び

日本における法制度、基準等に係る研修を実施中である。 
当該研究者が帰国する 5 月以降、北京、瀋陽及び杭州等において実際にダイオキ

シン等の計測を実施するとともに、取得したデータを基に、中国における法制度、

基準等に係る検討を国家環境保護総局とともに行う予定である。 
 

６.おわりに 
経済発展著しい中国と日本とでは、お互い切磋琢磨すべき分野は多いものの、本

研究協力を始めとする環境分野については、両国間の協力により大きな成果が期待

できると考える。中国における環境協力に長年従事してきた小柳 秀明 日中友好環

境保全センター日方代表は、2004 年 7 月のセミナーにおいて「長期的な日中間の協

力体制を維持するためには、一方的な援助型ではなくパートナーシップ型となる必

要がある。」と述べている。このパートナーシップ型の協力関係を確立するためには、

中国における有害物質分析を含めた環境分析ビジネス、ひいては有害物質処理ビジ

ネスの育成に関連して、日本企業が協力できる余地は少なからず存在するのではな

いだろうか。 
本研究協力が、日中間の継続的な環境分野における協力体制構築の一助になることを     

期待する。 
 

 
注）ストックホルム条約（POPs条約）の概要 
1. 背景 

環境中での残留性が高いPCB、DDT、ダイオキシン等のPOPs (Persistent Organic     
Pollutants、残留性有機汚染物質）については、一部の国々の取組のみでは地球環  
境汚染の防止には不十分であり、国際的に協調してPOPsの廃絶、削減等を行う必要 
から、2001年5月、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」が採択さ 
れた。 

2. 条約の概要 
(1) 目的 

リオ宣言第15 原則に掲げられた予防的アプローチに留意し、残留性有機汚染物質か 
ら、人の健康の保護及び環境の保全を図る。 

(2) 各国が講ずべき対策 
①製造、使用の原則禁止(アルドリン、クロルデン、ディルドリン、エンドリン、ヘ

プタクロル、ヘキサクロロベンゼン、マイレックス、トキサフェン、PCB）及  
  び原則制限(DDT） 

②非意図的生成物質の排出の削減(ダイオキシン、ジベンゾフラン、ヘキサクロロベ

ンゼン、PCB） 



③POPsを含むストックパイル・廃棄物の適正管理及び処理 
④これらの対策に関する国内実施計画の策定 
⑤その他の措置 
・新規POPsの製造・使用を予防するための措置 
・POPsに関する調査研究、モニタリング、情報公開、教育等 
・途上国に対する技術・資金援助の実施 

3. 条約の発効 
50ｹ国の締結により条約が発効 

 

（出典：環境省ホームページ http://www.env.go.jp/chemi/pops/treaty.html） 
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