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1.要旨

・これまでささやかれていた環境汚染問題が

複雑化・深刻化して発生

・2009年8月の血中鉛濃度異常以降 頻発2009年8月の血中鉛濃度異常以降、頻発

・排水・排気中の管理規準はやや緩い

・問題の発生が急、追いつかない対応

・従来の産業再編による解決の継続従来の産業再編による解決の継続

(小規模生産淘汰、産業再編)

・生産量への影響は大きくはないが注視が必要

・注目される『重金属汚染総合対策実施法案』
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・注目される『重金属汚染総合対策実施法案』



2.中国の環境汚染-1 報道

湖南 武岡論壇より

湖南省武岡の製練所排気

広東省北河の河川汚
濁変色を伝える報道
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広東 南方日報より



2.中国の環境汚染-2

水域への鉛の排出量 日本-中国の比
較

非鉄鉱業 182
非鉄製錬加工

73
化学
26

合計333.1t

非鉄鉱業 182 73 26

中国 2006年
合計

鉄鋼及び加工37

下水道業

日本 2006年度 日本 2007年度

合計20.0t 合計14.8t9 7

本 年度

非鉄製造業 8 鉄鋼業 2 非鉄製造業 5 鉄鋼業 2

4(出典； 日本 環境省PRTR集計結果、 中国 環境年鑑2007年)

非鉄製造業 8 鉄鋼業 2 非鉄製造業 5 鉄鋼業 2



2 中国の環境汚染-3 最近の報道の特徴2.中国の環境汚染 3 最近の報道の特徴

・環境汚染問題の複雑化・深刻化

「発達した国家での100年の工業化過程で段階的「発達した国家での100年の工業化過程で段階的
に出てきた環境問題が、我が国では既に集中的
に現われ 汚染事故の多発する矛盾が突出したに現われ、汚染事故の多発する矛盾が突出した
時期に入っている。」(2007/11/22国務院通知)

ブ中国環境ハンドブック2009-2010、中国問題研究会編、蒼蒼社刊、
2009.6

・2008年以降 情報の開示幅拡大・2008年以降、情報の開示幅拡大

・民衆抗議行動の報道
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3.鉛製錬による汚染-3.鉛製錬による汚染
12009年陝西省東嶺集団の血中鉛濃度異常

・2004/3 「東嶺集団ISP鉛冶煉工程環境影響報告書」

「製錬所1000 以内住民移転が必要「製錬所1000m以内住民移転が必要」

・2006/9 東嶺集団ISP鉛製錬所稼働2006/9 東嶺集団ISP鉛製錬所稼働

付近581戸の移転開始(～2009.8 156戸)

・2009/8 付近児童、血中鉛濃度異常 民衆抗議

・2009/8 東嶺集団鉛製錬停止

6( 血中鉛濃度規準-WHOと同 10µg/㎗ )



3.鉛製錬による汚染-

陝西省東嶺集団

製錬 汚
2

宝鶏市鳳翔県

済魯晩報より済魯晩報より

7
CNSより



2005年 降 非鉄金属関連 環境 染事件

3.鉛製錬による汚染-
32005年以降の非鉄金属関連の環境汚染事件

発生年月 省 地区 発生源 汚染内容 被災数 抗議行動 出典 備考
年 月

広東 北江 韶関製錬廠(鉛亜鉛製錬) 水汚染 中国 報 新廃水設備稼働 ( )

3

2005 12 広東 北江 韶関製錬廠(鉛亜鉛製錬) Cd水汚染 09/8/20中国日報 新廃水設備稼働07/9(NF07-40)

2005 広東 汕頭 (貴嶼鎮) 血中鉛濃度過多 135 09/8/31財経 廃旧電子電気関連

2006 1 湖南 湘江 株洲製錬所 Cd水汚染 中国環境HB2009-10

2006 4 甘肃 天水市 某鉛亜鉛廠附近 血中鉛濃度過多 数10 09/8/31財経

2006 11 貴州 六盘水市 某鉛亜鉛冶煉廠周辺 (厳重鉛汚染) 260 06/11/22法制日報

2006 甘肃 徽県 (有色金属製錬公司) 血中鉛濃度過多 300 08/8/26人民日報 原因特定できず

2006 9 湖南 岳陽県 桃林鉛亜鉛鉱山・製錬所 ひ素汚染 中国環境HB2009-10 ひ素汚染源、製錬所閉鎖

2008 9 湖南 冷水江市 錫鉱山閃星有限公司 ひ素汚染 中国環境報第7版 水管破裂で尾砕庫経由汚水排出

2008 10 広西 河池市 (製錬廠) 尿中ひ素濃度過多 136 09/1有色網 09/10/8全市製錬廠生産停止(鉛亜
鉛年産能力50万t分)

2008 11 江蘇 邳州市 春興勝科合金有限公司 血中鉛濃度過多 数100 民衆抗議 09/2/2有色金属報 排水汚染、再生鉛10万t閉鎖か

2009 6 浙江 湖州市 天力蓄電池公司 血中鉛濃度過多 500 民衆抗議 09/8/14東方早報 09/6改善指摘、他7か所検査(09/8)

2009 7 湖南 瀏陽市 長沙湘和化工廠 Cd水汚染 850 民衆抗議 09/8/3新京報 2人死亡、永久閉鎖、法人代表拘留

2009 8 雲南 昆明市 (東川区) 血中鉛濃度過多 200< 09/9/1有色網 09/6以来発見

2009 8 湖南 武岡市 武岡市精煉锰加工廠 血中鉛濃度過多 600 民衆抗議 09/8/20中国日報 09/8/11閉鎖

2009 8 陝西 宝鶏市 東嶺集団(製錬) 血中鉛濃度過多 数100 民衆抗議 09/8/11有色網 09/8/22生産停止

2009 9 福建 龍岩市 電池工場 血中鉛濃度過多 121 民衆抗議 9/28新華社共同 当局による電池工場操業停止

2009 10 河南 済源市 (大型鉛製錬企業周辺) 血中鉛濃度過多 968 09/10/14新華社 豫光金铅、万洋、金利三家周辺
1000m範囲内10集落移転措置

2009 11 広東 清遠市 (蓄電池工場) 血中鉛濃度過多 44 09/12/25南方日報 09/12までに児童中心に44人

8
2010 1 江蘇 塩城市 盛翔電源公司(電池メー

カー)
血中鉛濃度過多 55 民衆抗議 10/1/4現代快報 鉛を含む汚染物質の排出量増加や従

業員の意識不足と特定



2005年 非鉄金属関連 環境 染事件分布

3.鉛製錬による汚染-
42005年～ 非鉄金属関連の環境汚染事件分布4

長春ウルムチ

凡例

2009年鉛汚染

2009年鉛以外汚染

2005～8年鉛汚染

北京

2005～8年鉛以外汚染

主要都市

* 下線のついた都市では民衆

抗議行動が報じられている

天津

西安

南京
上海

宝鶏 邳州天水

徽県

塩城

済源

天津

上海

成都
重慶

瀏陽

湖州

冷水江

徽県

六盘水 湘江

岳陽

三明

香港

龍岩
武岡

昆明

河池 汕頭

韶关
六盘水

清遠

湘江 三明
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3.鉛製錬による汚染-
5中国環境汚染事件と民衆抗議

河南省 済源市 血中鉛濃度異常事件での民衆抗議

5

湖北大公網2009.12.

2009.09.民生監察網

10江蘇省 塩城市内 大豊市 盛翔電源公司(電池メーカー)



4.環境法体系と排出規準-1

中国の環境法体系

環境保護法

(1989制定)

その他

水汚染防止法 大気汚染防止法 そ 他 森林法 そ 他 クリ 生産促進法

(1989制定)

環境汚染 自然・生態系

水汚染防止法 大気汚染防止法 その他 森林法 その他 クリーン生産促進法

(2008改正) (2000改正) (1998改正) (2002制定)

汚水総合排出規準 工業炉窯大気汚染物
排出規準

 クリーン生産規準(産業
毎)

11



4.環境法体系と排出規準-2

排水中の汚染物質規準値の日中比較
  中  国 (単位)   日  本 (単位) 　日本の規準値に関する備考

総水銀 0.05 mg/Ｌ 0.005 mg/Ｌ 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

総アルキル水銀 検出されないこと 検出されないこと アルキル水銀化合物

総カドミウム 0.1 mg/Ｌ 0.1 mg/Ｌ カドミウム及びその化合物

総クロム 1.5 mg/Ｌ 2 mg/L クロム含有量

六価クロム 0.5 mg/Ｌ 0.5 mg/Ｌ 六価クロム化合物

総ヒ素 0.5 mg/Ｌ 0.1 mg/Ｌ ヒ素及びその化合物

総鉛 1.0 mg/Ｌ 0.1 mg/Ｌ 鉛及びその化合物

1997以前 1998以降

pH 全産業 6～9 6～9 5.8～8.6

浮遊物質量
採鉱・選
鉱・選炭

300 300 mg/Ｌ 200 mg/Ｌ

金選鉱 500 400 mg/Ｌ

その他 200 150 mg/Ｌ

BOD5 その他 60 30 mg/Ｌ 160 mg/Ｌ BOD　(日数と関連して計測法に差がある)

COD その他 150 150 mg/Ｌ 160 mg/Ｌ COD

石油類 全産業 10 10 mg/Ｌ 5 mg/L 鉱油類n-ヘキサン抽出物質含有量

動植物油 全産業 20 15 mg/Ｌ 30 mg/L 動植物油脂類n-ヘキサン抽出物質含有量

揮発フェノール 全産業 0.5 0.5 mg/Ｌ 5 mg/L フェノール類含有量

総シアン化合物 その他 0.5 0.5 mg/Ｌ 0.1 mg/Ｌ ヒ素及びその化合物

ふっ化物 その他 10 10 mg/Ｌ 8 mg/Ｌ ふっ素及びその化合物

総銅 全産業 1.0 1.0 mg/Ｌ 3 mg/L 銅含有量

総亜鉛 全産業 5.0 5.0 mg/Ｌ 5 mg/Ｌ 亜鉛含有量

パラチオン 全産業 ― 1.0 mg/Ｌ 1 mg/Ｌ 有機燐化合物(パラチオン・メチルパ

メチルパラチオン 全産業 ― 1.0 mg/Ｌ ラチオン他)

四塩化炭素 全産業 ― 0.06 mg/Ｌ 0.02

トリクロロエチレン 全産業 ― 0.6 mg/Ｌ 0.3

中国二級水域排出比較

両国とも上乗せ規制あり

12
テトラクロロエチレン 全産業 ― 0.2 mg/Ｌ 0.1

ベンゼン 全産業 ― 0.2 mg/Ｌ 0.1

その他 16種 39種 20種

中国の「1997以前」は「1997年以前に設置された設備」の意、「1998以降」同

両国とも上乗せ規制あり



5.環境汚染事件と対応-1

汚染事件の問題

① 違法・旧式設備による高濃度排出

② 排出規準の緩さ

③ 不十分な排出記録管理

④ 不十分な管理監督と制度

13



5.環境汚染事件と対応-2

汚染事件への環境部門の対応

① 環境保護部新設による管理強化

(2008年3月)

② 法による規制強化② 法による規制強化

(法改正・新重金属排出規準)

③ 産業構造の再構築と淘汰継続

④ 資金面サポート

(10億元-132億円を準備 )(10億元-132億円を準備 中国青年報2010.1.11)

14



6.旧式設備の淘汰-
1
粗鉛生産の旧式設備―焼結炉
1

第 財経日報より

簡易土法製錬
第一財経日報より

1999年に既に汚染問題

www.hudong.com

15
1999年に既に汚染問題
から使用禁止



6.旧式設備の淘汰-
2
河南省洛陽で鉛製錬不法操業摘発
6つの鉛製錬所を強制爆破

2

6つの鉛製錬所を強制爆破

南都週刊 200709

甘粛省徽県事件で淘汰の旧設備

南都週刊 200709

湖北省谷城県
新設 法鉛製錬所強制排除

湖北省谷城県冷集鎮人民政府網

16環保網20070309
新設の不法鉛製錬所強制排除



生産量への影響まとめ7.鉛生産への影響-
1中国の鉛生産能力の推定(2009安泰科データに各種情報を加筆)

(粗鉛+再生鉛ベース)　

単位;千t

1

単位;千t

鉛合計 再生鉛 粗鉛 備考 (粗鉛+再生)の内
旧式設備

2008年 生産能力 計 3 532 600 *52008年 生産能力 計 3,532 600 　　*5

生産量 3,050 790 2,260
2009年 生産能力 アップ 300 40 ① 260 ②

ダウン 670 670 ③ 550?ダウン 670 670 ③ 550?
計 3,162 *1 0?

生産量 3,845 *4
2010年 生産能力 アップ 1,080 190 ④ 950 ⑤年 生産能力 アッ , ④ ⑤

ダウン *2
計 4,242 *3

生産量 4,255 *4

*1 生産能力のダウンは670で能力数は2,680だが、年の中間からダウンのため、実際の減産量は200程度か

*2 さらに残存する旧設備の淘汰があるか、まだ淘汰不足か

*3 能力と生産はほぼバランスか

17
*3 能力と生産はほぼバランスか

*4 ILZSG(2009.10)による

*5 「有色金属産業調整と振興計画2009」では2008末現在600千t



670千t減7.鉛生産への影響-
2
2008年 能力 3,532千t

千 減
2

生産 3,050千t300千t増

2009年 能力

生産

3,162千t
3 845千t生産 3,845千t

4 242千
1,080千t増

2010年 能力

生産

4,242千t

4 255千t生産 4,255千t

2008年の生産能力減は670千tで能力数は3,162千tとなるが、

18
実際には年の中間からの減のため、減産量は200千t程度となる



制度の推移8.排出規準の強化-
1 年 月 　　　動　向　と　内　容 出　典

1996 「工業炉窯大気汚染物排出基準」、「汚水総合排出基準」施行

1999 焼結炉の使用を禁止する通達 百科hudong.com

ただし 三明市事件 梅恒鉛冶煉廠は2003年に焼結炉導入稼働 2009

1

ただし、三明市事件の梅恒鉛冶煉廠は2003年に焼結炉導入稼働 2009

2000 2000年改正「大気汚染防止法」施行
2007 3 発改委、「鉛亜鉛産業参入条件」発布 発展改革委員会HP　

新設精製鉛能力は5万t超、亜鉛は10万t超。新規鉛亜鉛鉱山規模は最低3万t/年 07/3/19

有害物質排出基準は「鉛亜鉛鉱業汚染物排出基準」の公布を待つが それまで有害物質排出基準は「鉛亜鉛鉱業汚染物排出基準」の公布を待つが、それまで

は既存標準による

2007 12 環境保護総局、「鉛亜鉛鉱業汚染物排出基準」策定に当り意見聴取 国土資源部情報

ただし、同基準は2010/1現在公布されていない模様 センターHP 09/12/4

2008 6 2008年改正「水汚染防止法」施行2008 6 2008年改正「水汚染防止法」施行
2009 「非鉄金属産業調整振興計画」発布

大型企業への集中のための再編と３年内での40万tの鉛亜鉛産能淘汰 中国証券報09/3/13

2009年に焼結炉淘汰完成、旧式設備淘汰60万t 高新技術産業導

中国語表記では「有色金属産業調整和振興規画」 報09/9/8中国語表記では 有色金属産業調整和振興規画」 報 / /

2009 8 陝西省宝鶏市鳳翔県等で鉛中毒事件発生
2009 9 「重金属汚染総合整理実施方案」策定中との情報 中国鉱業網09/9/14

特に水銀、クロム、カドミウム、鉛、ヒ素などの排出規制

焼結機設備の徹底淘汰

中国語表記では「重金属汚染総合整治実施方案」

2009 11 「クリーン生産基準”粗鉛製錬業編”」「同”鉛電解業編”」公布、2010/2施行
中国語表記では「清潔生産標準”粗鉛冶煉業”」「清潔生産標準”鉛電解業”」

2009 12 「クリーン生産基準”廃鉛酸蓄電池鉛回収業編”」公布、2010/2施行

19
中国語表記では「清潔生産標準”廃鉛酸蓄電池鉛回収業”」

2009 12 COP15で「低炭素価実現に向け旧式鉛製錬設備淘汰加速か」の観測記事 中国鉛亜鉛網09/12/15



8.排出規準の強化-

注目される『重金属汚染総合対策実施法案』

2

環境部・国家発展改革委員会など8部により緊急制定されると伝え

注目される『重金属汚染総合対策実施法案』

環境部 国家発展改革委員会な 部 より緊急制定される 伝え
られているが2009年中の公布を目指して構築されていた(2010年
1月現在、まだ公布のニュースはない)が、法的規制強化としてはこ

法案が注目されるの法案が注目される。

一部伝えられる排水中の最高許容値
鉱山・製錬及びその加工企業での鉛及びその化合物
新規建設設備 0 5mg/L 既設置設備 1 0mg/L新規建設設備 0.5mg/L、既設置設備 1.0mg/L
(現行の中国の規準 1.0mg/L 日本は 0.1mg/L)

20(2009年9月14日「中国鉱業ネット」)



排水処理設備とコスト8.排出規準の強化-

湖南省水口山有色金属集団の製錬排水総合管理システム例
3

(粗鉛生産過程の排水中を処理し循環化)

・毎日処理量は1,200立方m

・Cd   処理前1.29 →処理後0.008 mg/L(規準0.1 mg/L)

処理水 1立法 あたり ストは0 8元(0 12US$に相当)・処理水 1立法ｍあたりコストは0.8元(0.12US$に相当)

設備費用 6百万元(0.9百万US$、79百万円に相当)

21
出典 (中国) 1/21「中国有色網」報道による



排気処理設備とコスト8.排出規準の強化-

総合排気処理設備の仕様と経費参考例

排気処理設備
4

(粗鉛5 2 万t、電解鉛 4 7 万t、硫酸3 64 万tの工場)(粗鉛5.2 万t、電解鉛 4.7 万t、硫酸3.64 万tの工場)

投資額 約33百万元(4.8百万US$、435百万円)

(粗鉛生産t当り、7年償却)(粗鉛 産 当り、 年償却)

1 1円/kg1.1円/kg

ただし他に循環水など排水系の設備も必要となる

中国官環境保護産業協会HPによる

22
ただし他に循環水など排水系の設備も必要となる



済源市万洋冶煉（集团）有限公司済源市万洋冶煉（集团）有限公司
同社HPより

2009.11.4九江新聞報

江西銅業による鉛亜鉛製錬プロジェクト
全面着工電解鉛20万t/年、電解亜鉛20万t/年

2009.11.4九江新聞報

ご清聴ありがとうございましたご清聴ありがとうございました。
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