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中国の循環経済
一一再生金属産業と家電リサイクルを中心に一一

吉田文和・吉田靖代

日本から再生資源を引き寄せ，環境負荷が高いと言われる中国のリサイクルの現状，それも含めて経済成長

方式の転換を目指すと言われる中国の循環経済について考察する.日本と関係が深い非鉄持生金属産業と家

電リサイクルを取り上げ，政策と政策実行の環境カ、バナンスという視点から，中国のリサイクルに隠する現

状分析をふまえて中国循環経済の方向性と課題を明らかにする.中国の循環経済は，経済成長の障害となっ

ている資源浪費と環境汚染を低減させながら，効率的な経済成長を目指すものであり，大量生産・大量消費

自体は変わらないという限界がある.したがって中薗の循環経済が発展すれば，日本への影響は一層大きく

なる可能性がある.

キーワード:中国，循環経済，環境ガバナンス，再生金属産業，家電リサイクル

1.中国の循環経済とその背景

日本の景気回復を支えたといわれる中国の経済

成長は，他方で日本の循環型社会形成に大きな影

響を与えている.スクラップや住用済み PET，

古紙が中間に流れ，それらを原料として使用する

リサイクル企業の経営を圧迫するにいたってい

る.日本から資源を引き寄せ，環境負荷が高いと

いわれる中国のリサイクルはいったいどのように

なっているのか.そのリサイクルの現状を含めて

これまでの経済成長方式の転換を呂指すといわれ

る中国の循環経済とはどのようなものか.日本と

関係が深い非鉄再生金属産業と家電 1)サイクルを

取り上げ，政策と政策実行の環境ガパナンスとい

う視点から，中国のリサイクルに関する現状分析

をふまえて中国循環経済の方向性と諜題を明らか

にする.

中国はとくに 2000年代に入り，工業生産とそ

れに伴う資源・エネルギー消費を以前にも増して

急増させている. 2000年から 2006年を比較する

と，基礎素材・エネルギー生産の伸びは 6年間で

2倍以上である.主要工業製品生産高も 6年間に

3倍近くなり， IT関連製品は 5倍近い(r中国統

計年鑑j2007年版).この工業生産を賄うために

中国は，銅(世界の 22%)と亜鉛(問 28%)，鋼材

(同 33%)の世界最大の消費国となり，鉛(25%)

と石油(8%)は世界第 2の消費国である.そこで

重要な点は天然資源輸入で鉄鋼石世界第 l位，原

油第 2位を占めるばかりでなく，中国が再生資源

輪入国としても世界最大であることである.経済

的に見れば，低価格の再生資源への需要があり，

リサイクル関係労働コストが安く(1日 30元以

下)，環境規制が弱いなど，先進国から中国へ再

生資源が流れる理由がある (Li，2006). 広く見れ

ば労働・資源・環境の 3つの低コストが「中国の

製品競争力」を支えているのである(陳， 2008). 

この 3つの低コストに関連して問題となるのは，

グローパルな資本主義経済に級み込まれた中国社

会主義市場経済が依然として旧社会主義時代の遺

産を引き継ぎ，資源利用効率の悪い生産を拡大し

ていることである.効率の低さの背景の 1つは，

労働力が豊富で低賃金であることに対応して，改

革開放後も資源を低価格で供給する計画経済が存

続し，社会的費用が考慮されなかったためであ

る.さらに中国の資源需要は再生資源に依存して

いると言いながらも，国内再生資源回収利用率が
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生産高に占める割合は先進国と比べて低い.再生

銅 37%(8本 104%)，再生アルミ 21%(同 65%)，

再生鉛 17%(間61%)に過ぎず，社会的蓄積量の

少なさに対応して国内資源回収および再生金属産

業の未発達を示している(郎， 2007).以上の資源

浪費型生産が生み出す環境問題が深刻化し，中国

の硫黄酸化物は世界一の排出量であり，環境汚染

のうち，水質汚染の 50%，大気汚染の 80%が工

業汚染に起悶するといわれる.土壌汚染も深刻

で，全耕地の 10分の l以上が鉱工業による重金

属や有機物で汚染されている.

そこで資源浪費かつ環境汚染型(中国でいう

「盲目的発展Jr粗放的発展J)の中国の産業構造と

経済成長を改革するために， r循環経済j という

考え方が提起され，循環経済法が準備されてい

る.その循環経済においてリサイクルはどのよう

に位置づけられているであろうか.循環経済法の

立法責任者によれば，改革開放以来の大量生産・

大量消費で大量廃棄・末端処理という経済成長方

式を循環型に変え，資源節約・環境友好・経済高

効率・社会調和を自指す循環経済によって，国際

競争力を高めることが目的である(鳴， 2006). そ

こで，リサイクルは環境保全を前提とする資源節

約の手段と位置づけられるものの，経済成長の障

害となる資源浪費型・環境汚染型の成長方式を改

善することが循環経済の主目的であって，経済成

長自体は否定されず，むしろ資源効率改善による

いっそうの経済成長を自指す方向である.中国は

2006年から 2010年の GDP比エネルギー消費 20

%抵下と同時に， 2020年までに 2000年の一人当

たり GDP4倍化を目標としていることを忘れて

はならない.

2007年公表の循環経済法草案を見ると，循環

経済とは生産・流通及ぴ消費の過程における減量

化・再利用・資源化すなわちリサイクルの 3Rと

省エネが自的である.したがって，循環経済のも

とでのリサイクルという課題は自覚ましい経済成

長とともに開発途上の多くの問題を抱える中国に

とって重大な挑戦である.先進国でも未解決で取

り組み中の重要課題に中国はどう取り組もうとし

ているのか.克服しようとする現状はどのような

ものか.そのためにどのような政策手段を用い，

いかに問題に対処しようとしているのか.循環経

済法草案の内容をふまえると，循環経済のための

政策手段は直接規制と間接的手段のポリシーミッ

クスである.産接規制は，資源浪費・強度汚染型

産業や製品の淘汰と参入規制という産業構造調整

政策および，生産・流通・消費・廃棄過程にわた

る厳格な環境規制の実施である.これに対して間

接的手段は， 3Rと省エネを促進する価格・税財

政政策や専用基金，技術開発への奨励政策であ

る.産業構造調整政策と技術開発によって近代化

と集約化をすすめて 3Rと省エネを関る.価格・

税財政政策によって資源価格を上昇させ，環境規

制を強めて環境コストを支払わせ，社会的費用を

内部化する.このようなポリシーミックスの循環

経済政策は，本格的に実施されれば3つの低コス

トに支えられた持続不可能な中閣の再生資源利用

の歪みをただすことになる.

循環経済政策実行の仕組み・制度づくりの環境

ブゲバナンスという面では， r政府の推進・市場の

引導・企業の実施・公衆の参与」を方針とし，国

家は基本計画を立て，各主体の活動を謁整し奨励

し支持する立場をとる.この分野では，環境問題

解決を目指し，各参画者の役割分担と協力参与及

び経済的利害を含む関係調整が課題となる.再生

金属産業では，国営企業改革や企業の規制とくに

新規参入の規制調整などの課題がある.家電リサ

イクルでは，消費者の他に販売者・中古販売者・

回収業者・修理業者など多くの参画者が利害関係

を持ち援雑となる.本稿では，この循環経済政策

と環境ガパナンスという視点から，循環経済にお

いて重要な役割を果たすものの，今までは重大汚

染源でもあり改革が急務とされる非鉄再生金属産

業と家電リサイクルを取り上げて，中国のリサイ

クルに関する現状と循環経済の方向性を考察し，

その意義と課題を見極めたい.

2.中国における再生金属産業の現状と課題

「両高一資J(高汚染・高エネルギー消費・資源

多使用)の金属資源を採鉱・製錬する一次金属産

業に対して，再生金属産業は 3Rと省エネを目指

す循環経済において大きな役割を果たすために，

資源需要の急増に対応してますます重要になって
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いる.銅・アルミ・鉛・亜鉛の再生利用量は

2006年に非鉄金属総生産量の 24%に達し， 2010 

年には 3分の lを占めると予測される.長江デル

タ，珠江デルタ，環詩書j毎では鉱産資源が乏しいに

もかかわらず資源需要が大きいために再生金属産

業が発達し，中国の三大再生金属解体・加工・消

費地区が形成されている(杜， 2006). 長江デルタ

地帯には再生アルミ・再生銅の先進技術を持つ大

規模な回収処理企業がある (2000社， 120万ト

ン).珠江デルタ地帯は再生アルミ産業が発達し，

自動車用エンジンの消費を賄い，広東省(華清，

肇慶など)は再生銅を中心に長江と環i勃海に十分

な再生金属を提供している(10万人， 500万ト

ン).環劫海は天津を中心に再生アルミと再生銅

の小規模な施設が多い(王恭敏， 2005). 

再生金属産業の原料は輪入スクラップが大きな

柱となっている(図1，函 2).一次金属産業に対

して，再生金属産業は 3Rと省エネの可能性をも

つにもかかわらず，現実には回収・解体・処理

(精錬を含む)において深刻な環境汚染を招いてき

た.とくに輸入スクラップ解体に関わる約 500の
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認定業者が約 5000のライセンスを持たない業者

にライセンスを売り，ライセンスを買った業者が

奥地に持ち帰り解体作業を行い，認定業者が有価

材料を取得，残誼はそのまま捨てられ，環境破壊

が起きた(王子回， 2006). その事例をi折江省台ナi'Iに

見てみよう.台ナト!は中国最大の廃棄電機(電機・

電線も含む輸入第 7類廃金属に相当)解体選別基

地である.回収された再生金属を利用して，中国

屈指の自動車(吉利)・オートパイ(銭江)及びその

部品をはじめ工業用ミシン，家電，パルプ・ポン

プ・コンブレッサー・モーターの各種部品など中

国内外に競争力を誇る産業が発展している. 1970 

年代に台湾が世界最大の廃棄電機の解体基地であ

ったが，人件費高騰と環境規制強化に伴い 1980

年代に台州へ移転した.現在，解体の直接従事者

が4万人，解体量は年間 200万トンである.廃棄

金属リサイクル産業に従事するのは 10万人を超

え，そのうち河南・安徽・四川・貴州などからの

出稼ぎ労働者は約 8万人である.廃棄電機も含め

た金属関連廃棄物解体量の 90%以上は輸入であ

り，そのうち約 60%が金属スクラップやモータ

ーなど電機・シャーシ一類を中心に日本から輸入

される.

再生金属産業とくに解体選別に関わる環境問題

はどのように引き起こされるのであろうか.台州

市人民政府の次のような基準が参考になる.現実

にはこれらの基準が今まで守られなかった事情を

読み取れる.Cl全ての輸入廃棄物は必ず，基準を

満たす工場において保管，加工，利用されるべき

であり，雨水に栖しではならない.②焼却の必要

ある廃棄電機は必ず石油使用の焼却炉で、 2度焼却

しなければならない.③各解体企業からの廃水は

隔油処理後に基地内の処理ステーションにおいて

集中処理する.④入手で剥ぐことの出来ない電

線，ケーブルは必ず，電線粉砕処理機で解体し，

線対に焼却しではならない.⑤各解体企業はごみ

堆積場を設置し，清掃チームがまとめて埋めるこ

ととする(台州市人民政府， 2006). これらの基準

が守られなければ，大気汚染や土壌汚染そして水

質汚濁が発生することは日に見えている.他に

も，再生金属産業に関わる環境問題として鉛電池

など重金属処理に伴う土壌汚染，精錬からのダイ
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オキシン汚染など深刻な環境汚染が発生している 表1 輸入第7類廃金属解体加工国区

にもかかわらず，法と規制が対応、できず，産業政

策も不完全で、ある.その背景に，中国の再生金属

産業の主流が中小企業であり，低い生産能力，不

安定な生産，品質保証と環境保護が不十分な水準

にあるという問題がある.中国に進出した日系再

生金属企業の評価によれば，中国における再資源

化の問題点は，技術水準が低く，付加価値が低

く，小企業が多く， ["いいとこ取りJ(有価物だけ

を回収，残りは廃棄)で，利潤は上げているが，

環境負荷が大きく，資源閤収率が低い.

そこで中閣の再生金属産業の構造分析が必要と

なる.中国の再生資源回収利用企業は，回収企業

4万社以上，精錬を含む処理企業 5万社以上，交

易市場 640以上，従業員数は 1000万人に達する

という(管， 2007). 1日社会主義計画経済下で，ス

クラップは重要資源として厳格に管理されていた

が，市場経済化で多くの企業と労働力が参入し

た.資源需要増大に車面して，多くの民間企業が

「資源の簡単利用」に取り組んだ結果， 1日国営企

業の比率は下がり，私企業が増えて一部は株式会

社化したものの，地域差及び都市と農村の差が大

きく，小規模のリサイクラーが多く，産業集中度

が非常に低く，産業構造はピラミッド状となって

いる(襲， 2005). すなわち，再生アルミが約

2000社で 235万トン/年生産のうち， 5万トン以

上 4社， 1~5 万トン 30 社に対し，主流は 5000~

1万トン規模の企業である.同様に，再生銅約

3000社で 168万トン/年生産のうち 10万トン以

上 2社， 5~10 万トン 8 社にすぎない(王恭敏，

2005) .とくに 2004年以降，需要と価格上昇にと

もなう精錬への新規参入投資が増え，設備レベル

が低く，環境保全が十分で、ない投資が集中してい

る(国家発展改革委員会， 2006).我々の調査によ

れば，再生銅の参入障壁は設備費用に加え原料価

格高騰のため比較的高いものの，再生アルミは参

入障壁が低く，企業規模と集塵機などの環境対応、

は多様である.

この現状に対し， 11次 5カ年計画(2006-2010

年)の下で中国の再生金属産業の持続可能な発展

に向けた「循環経済」の理念に基づく産業構造改

革が呂標とされ，回収解体については団地整備に

匿区名称 企業数，人員 処理量，耳目!額

i折江省寧i皮鎮j毎蒋 69社.13000人 130万トン，
生資源加工区 60億元

江蘇省太倉湾再生 29社 30万トン
資源輸入加工区

天津市天津子牙環 32解体社.80利 150万トン
保産業関 用社 (銅 40)

福建省全通資源再 不明 l万トン

生工業関

i折江省台州再生資 230利用社， 50解 100万トン，
i原加工区 イ本社6万人 200億元

広東省j青遠 新設 50万トン

広東省肇慶 新設 17社

山東省煙台 新設33社

広西省梧州 新設

河北省文案 新設 17社

出所) 王)'l~敏 (2005， 2∞6， 2007) 

よる徹鹿管理と集約化，精錬を含む処理について

はスクラップ・アンド・ピルドによる大型化と効

率化が大きな柱となる.回収解体のうち輸入スク

ラップについては，国家政策として産業構造調整

と問時に環境ガパナンス形成を目指したのが，輸

出入関税と環境保護との管理を完備した輸入第 7

類廃金属解体加工団地である. 1折江省寧波鎮i毎，

台州，江蘇省太倉港，天津子牙，福建省全通の 5

団地で，取扱量はすでに輸入総量の 80%を占め

る(表 l参照).例えば寧波は上海につぐ貿易港

で，港湾施設に隣接の加工区に立地した解体・選

別企業群のうち 8割は台ナ1'1から移転，また輸入ス

クラップの 9割は日本から来る.需要先として寧

波には銅・アルミ・ステンレス等製造工場が60

以上あり，さらに拡大の方向である.さらに

2006年には山東省煙台，河北省文案，広西省梧

州，広東省肇慶，広東省清遠(認定受けられず，

代わりに江門稼動)の 5団地が追加指定され，合

計で 10の国家環境保護総局認定輸入スクラップ

解体加工団地ができる(王恭敏， 2007).中国は

2002年8月から廃電気電子機器の輸入禁止措置

を実施しており，将来に許可するための条件につ

いての但し書きがある.したがって将来輸入団地

内で海外からの廃電気電子機器の解体処理の方向
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性も視野にあることに注意すべきである.スクラ

ップ・雑品の解体選別は団地内しか認めず，団地

に入る業者にしか輸入・処理のライセンスを与え

ない.厳格な管理とトレーサピリティを追求して

いる.台ナト|では，環境保全について，環境汚染と

廃棄金属間流通の主な原因となる工場外での解体

を取り締まり，工場を工業団地に集めて有害廃棄

物処理センターを設立，業界の自律性強化の方向

性を打ち出した(台州市人民政府， 2006). 

囲内発生スクラップの回収解体については，再

生資源由収管理弁法が整備され，国内発生廃金属

回収重点地区が全国 5ヶ所指定された(表2参

照).これら園内廃金属回収重点地区は，今後の

国内スクラップ本格発生に対し，いずれもこれま

での廃棄物集散機能から原料生産及び製品の高度

加工に向かっている.なかでもi折江省永康市は国

内・外から再生金属資源を大量に買付け処理し，

原料としてオートパイ・鍋・自動車部品・レジャ

ー用品など工業製品を製造， 80%を輪出する.

中国最大の再生アルミ・銅生産基地である同市の

廃!日金属材料市場には 200の回収企業が庖を構

え，市内外から買付けた再生資源を利用加工企業

に販売する.市場には分析所や電線解体工場が付

属，上海の先物取引企業が営業所を置き，ロンド

ンLMEを毎日公開する.

精錬を含む処理体制刷新は，産業構造改革によ

る大型化，技術と経済規模での国際水準達成，リ

サイクル率向上が目標である.産業集積目標は

10万トン規模の再生鋸 5社，再生アルミ 10社，

再生鉛3社体制実現のため，一次金属企業の再生

金属生産への参入(すでに銅・鉛精錬では参入)， 

外資系大企業の投資促進を計画している.技術開

発面では，再生アルミの磁気撹祥技術や三室反射

表2 国内廃金属回収重点地区

区域 企業社数 人(万人員) (万交易ト量ン) 交C1J意易元額) 

淑江省永康 1100 10 50 50 

湖I者省iB羅 1000 ワ】 20 20 

広東省南海 1700 3 50 60 

河南省長葛 2000 4 40 40 

山東省臨i庁 800 ・ワd 20 20 

出所) 王恭敏(2005.2006). 

炉導入によるリサイクル率向上，再生銅の富気底

吹金捕獲法による金・銀・パラジウムなどの貴金

属抽出およびスペイン・イタリアの高導電率化技

術導入によるリサイクル率向上が図られた.リサ

イクル率は 2010年までに鉄スクラップ利用 6000

万トン(鉄生産の 18%)，銅スクラップ 200万ト

ン(40%)，アルミ・スクラップ 450万トン (30

%)，鉛スクラップ 24万トン (30%)の計画である

(王恭敏， 2005，2006). 

注目すべき産業構造調整政策として，銅鉛亜鉛

精錬業に対し，新規企業を厳しく規制，技術の遅

れた環境基準に達しない企業は淘汰，市場秩序の

ルール化，悪質な競争防止などの措置が提案され

ている(国家発展改革委員会， 2006). これまで廃

鉛再生利用の産業政策がないため，規則を守り規

範的経営を行う企業は小規模な精錬企業と経営コ

ストで競争できなくなっていたのである.電子廃

棄物環境汚染防止管理弁法の実施に対応して，適

正処理を行う企業の競争力を育てるために，参入

規制と並行して，循環経済モデル企業の選定とプ

ロジ、ェクト国債特別基金による育成が積極的には

かられている(王恭敏， 2006). これらは循環経済

に向けた産業構造政策と環境規制の強化および技

術開発の奨励を通じた環境ガパナンス形成の方向

である.これに対して，価格・税財政政策に関し

ては， 2001年から再生資源回収利用企業に対す

る増値税(付加価値税)免除の優遇措置がとられた

が，地方によっては不徹底なところや廃止・総額

制臨したところもある. 3Rと省エネのための本

格的な価務改定は今後の大きな課題である.

以上のように，中国は基本的には技術設備の高

度化と大型化で効率よく総生産量を拡大する計画

であるが，日本の高度経済成長の経験から言え

ば，生産規模の急拡大に応じて新たに効率的な技

術を導入した際に，公害問題が激化した事例が多

々あり，問題が起きてからの対応ではなく，問題

の発生を予防する態勢づくりが求められる.さら

に原料を海外に求めるとなると，一層の摩擦が予

想される.すでに日本のリサイクル制度に大きな

影響が出ているのみならず，世界中で中国のバイ

ヤーが金属スクラップを買い求め，例えばドイツ

の家電リサイクル工場の設備を回収された廃電気
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電子機器ごと買収しようとする動きも見聞した.

中国内で循環の仕組みが作られなければ，消費と

廃棄に対するフィードパックがなくなり，中国は

「ものづくりjで他国は fごみづくり」の国際分

業となる.大量廃棄は抑制できても，世界からス

クラップを買い集めて大量生産・大量消費は続く

ことになる.

再生資源産業は旧社会主義計商経済であれ市場

経済であれ，産業の主流ではない.農民の副業の

ような形で自生し，政府の奨励策や支援もなく，

市場で鍛えられて成長した.動機はあくまで廃棄

物からの資源再生による利潤であり，環境保護は

眼中になかった.中央政府から逮捕の地で勃興し

た民間の製造業に不足する資源を供給すべく発展

した合弁!の再生金属産業はその典型である.その

再生資源産業を，循環経済の 3Rと省エネおよび

環境保護という新しい眼鏡をかけてみれば，シス

テムが規範化されていない，遅れた技術で効率が

悪く環境対策がないという欠陥は当然で、あろう.

これを改革すれば循環経済の重要な一翼を担うと

いう理解はすでにあるが，実現は容易ではない.

こうした要因を考麗しつつ現実に即して改革を進

めるには，それなりの覚悟と戦略が必要だが，本

節で取り上げた一連の取り組みはその一歩と見る

ことカfできる.

3.家電リサイクル制度の構築

中国は家電製品を含む電気電子機器の生産大国

と同時に消費大国へと急成長し，大量生産・大量

消費・大量廃棄の段階に入りつつある(図 3，図

的. 1990年代から一般家庭に本格的に普及した

家電製品はすでに廃棄時期を迎え(呂 5)，家電リ

(台数)

100 

50 

(万台)
10.000 

8.000 

6.000 

4.000 

2.000 

016hO85909520000506(年)

図4 中国家電生産推移

l1i所) rq'[I1統計年鑑j2007年.

サイクルは循環経済をめざす中田にとってなおざ

りにできない課題である.そこで， EUゃ日本の

家電リサイクル制度化などの動向を考慮しつつ，

2004年には，中古利用容認や国による田収処理

専用基金設立など中国の実情に則した措置も盛り

込み，廃!日家用電器回収処理管理条例(以下家電

リサイクル条例と略)草案を公表し，同時にモデ

ル事業も開始した.国が認可した家電1)サイクル

のモデル事業は，家電メーカーによる青島，廃棄

物処理企業による北京と杭州，そして非鉄金属再

生企業が関与する天津の 4ヶ所である.しかし，

これらの事業は施設ができても試験操業段階か建

設中かであり，いずれも本格操業に主っていない

という.その理由として，当の条例が制定されな

いため地方政府やリサイクル企業が積極的でない

こと，施設建設の初期投資額が大きいのに，留の

支援策が不十分なことなどが指摘されている.最

大の障害は，モデル施設が使用済み家電の屈収ネ

ットワークを持たず，既存の閤収処理システムと

競合，処理する廃家電を十分集められないか，集

められでも回収費用が高くっき，本格操業の見通

しが立たないことにある.

新制度構築の障害となる，既存の回収処理シス

+都市洗濯機

+農村洗濃機

士都市冷蔵庫

→←農村冷蔵庫

+都市 TV

+農 村 TV
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ーι 農村エアコン

ヰ都 市 PC。
1990 95 99 2∞o 05 06 聞に竺竺主

図3 都市部・農村部家電普及率000世帝当たり保有数)

出)ifr) r中国統計年鐙J2007年.
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テムとはどのようなものか.一般家庭からの使用

済み家電の排出ルートは主に 2つある. 1つはゲ

リラと呼ばれる回収入が居住地域を自転車で回

り，個々の家庭から買取る.価格は 21インチカ

ラー TVで 100元， 29インチの状態良好なもの

は300元程度と，地域や回収入によりバラツキは

あるものの，家電メーカー買取り価格の 2倍以上

と言われる.回収入は出稼ぎ農民が多く，買付け

品目は CRTなら CRTだけと専門分化している

ようだ.回収入は回収品を大都市には数ヶ所ある

交易市場に運び，個人経営の囲収業者に売る.回

収業者は使用済み家電の価値を判定する能力と家

内作業所をもち，そのままか簡単な修理で使える

ものは中古品として販売し，使えないものは解体

して部品や僅体などの材料を回収，使える部品は

修理府に中古市場で，金属やプラスチックは再生

原料市場で売却する.中古品の大部分は上海や北

京のような都市から周辺の地方や他省へ卸売され

る.また解体罰難な電子部品やコンプレッサーな

どは，専門の仲介業者がいて，台ナト1，貢艇など専

門に処理する地域に運ばれる.もう 1つのルート

は，販売店による新製品購入時の下取り回収であ

る.北京などでは， TV'冷蔵庫・洗濯機・エア

コンなど大型家電の 40~50% が下取りされる.

販売企業は元々企業内に下取り品の加工・解体部

門をもち，政府からの支援もあったが，小規模で

技術・設備も時代遅れのため低収益で，経営に力

を入れていない.他方，新製品購入時下取りによ

る値引き販売は激しい競争の中で重要な販促手段

ートカラー TV

+洗濯機

十冷蔵庫

→←エアコン

→←PC 

15 (年)

であり，実質的な買取り価格は街の回収入よりか

なり高い場合もある.下取り品を販売企業は自社

内で処理するより，少しでも高く買取る中古業者

に売却することが多いと言われ，この場合もかな

りの使用済み製品が交易市場へ流入することにな

る.家庭以外の使用済み電気電子機器の排出元は

事業所であり，政府機関や国有企業がかなり保有

する.このような事業所では，機密が問題になる

機器以外は競売されることが多い.外資系企業や

一部の大企業は， IS0l4001認証など適正処理保

障の処理会社に回収を依頼するが，中小企業は少

しでも高く購入する中古業者に売却する.企業の

固定資産廃棄手続が未整備のため，退蔵される場

合も多いという(社， 2007; Tian， 2007). 

上海市楊浦橋西俣IJの博山商品交易市場は，広さ

1万 m2に200人以上の回収業者がいて，ゲリラ

回収入が居住地域から回収した TV'冷蔵庫・洗

濯機・レンジ・エアコン等を買い付け，修理・解

体・処理している.田収処理能力は TVだけで

3.5万台/年であり，ここと関じような市場が上海

周辺に 10ヶ所ある. TVの場合で，他省，海外

(朝鮮・ベトナム・アフガニスタン等)へ売られる

もの 50~60%，市内中古市場に流入するもの 10

%，修理できずに解体されるもの 20%であり，

解体して取出せた部品・材料は再生資源センター

に持ち込めば，パソコンの基板は 9元/0.5kg， 

銅 40元/kg，プラスチック 65tじ/kg，CRTガラ

ス0.06元/kg程度で売れる.修理も再利用もで

きないものは河南人が買付け広東省などに運ぶ.
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粗雑な解体で価値物のみ取り出し，市場での作業

中にひどい 2次汚染を生じるわけで、はないが，残

りは一般ゴミとして廃棄される.上海で発生する

使用済み家電の 95%はこの方式で処理され，貴

重な資源が市外に流出し，最終処理地で深刻な汚

染を引起す.大連市の同じような中古家電市場 2

ヶ所の年間使用済み家電取引量 68万台，取引高

26億元であり，中古品は大連周辺と遼寧・吉

林・黒龍江の北部 3省へ売られる(Wang， 

Hayashi et al.， 2007). また天津北辰区にある国

内最大の使用済みブラウン管 TV卸売市場には，

取扱量 400万台/年と河北・東北・西北・モンゴ

ルの使用済み TVの大部分が集中，国内に広く

流通し，海外にも輸出されるという(上海電子産

品維修服務協会， 2006;王岩， 2007). 

こうした既存の使用済み家電を含む再生資源由

収処理システムが，モデル事業に対して強い競争

力を持つのは，市場経済を基礎に行政や法律とは

関係なく，自然発生的に形成されてきたからであ

る.なかでも，出稼ぎ農民間収入を通して，再使

用可能品も廃棄物も一括買取り処理する方法は，

廃棄物業者が利援を上げる典型的な方法である.

例えば21インチカラ -TVの場合，回収入の使

用済み TV 買取価格は 50~100 元程度で，中古

品として販売価格は 300~400 元，リサイクル原

料として売却価格 70~100 元程度と推定され，壊

れて修理不能なものから，使用可能で状態良好な

ものまで取り混ぜて扱えば，中古品販売の比率が

高いだけに，利益はあると思われる.EUゃ日本

などでは，ゴミとして捨てていたものを環境汚染

防止と資源利用のための家電リサイクル制度導入

であったのに対して，中国では修理・再使用・リ

サイクルと資源有効利用はすでに行われていたの

であり，その既存の回収処理システムの担い手を

インフォーマルセクターと切り捨てるだけでは意

味がない.しかし，電気製品のマイクロエレクト

ロニクス化やパソコンのような IT製品の登場に

より，技術・設備水準の低い既存のシステムで

は，深刻な環境汚染のため対処できない.

家電リサイクル条例はまだ公布されないが，そ

の間に使用済み家電を含む再生資源有効利用や電

子廃棄物の 2次汚染防止といった点で，既存の回

収処理システム改革の取り組みが進んだ.田収に

ついては，不適正処環や流通の部分さえ切り離せ

ば，現在発生する廃家電の大部分を田収すること

ができ，農村の余剰労働力である出稼ぎ農民の働

き口でもある.そこで再生資源回収管理弁法

(2007年公布・実施，以下回収管理弁法と略)は，

再生資源回収業への営業許可証取得・登録制によ

る最低限の行政管理をめざすものの，個人の参入

および従来の訪問囲収・移動回収方式の容認など

参入障壁は低い.問題となるのは，回収入と回収

業者からなる既存のシステムの正規化，企業とし

ての経営管理体制確立であるが，これについては

業界団体に対して自主的取組みを奨励している.

本弁法の精神を先取りする先駆的な取組みが，嘉

興学院社歓政教授の計画立案による， f折江省中部

の人口約 50万の工業都市永康(第 2節で言及)に

おける再生資源回収システム改編プロジェクトで

あり，この成功をモデルに，現在，国指定の 24

モデル都市(永康市含む)において，再生資源回収

システム改編が進行中であるという.

プロジェクトは，同市廃!日金属材料市場経営の

大手回収企業(政府系!日供鈴会社)主導で， 91ケ

所の囲収拠点を核に，買取業者と 3000人の出稼

ぎ農民回収入を再編するものである.屈収入・回

収企業・利用加工企業の関係者で再生資源回収利

用協会を設立，協会運営費は経済力ある利用加工

企業が負担した.協会は市政府と連携して，囲収

入に身分証・営業証・暫住証発行と同時に，行政

区阪に基づく回収拠点再配置を計画，それを市政

府が認可した.回収入は回収拠点と使用家屋・車

両の借受け契約を結び服装・車両の色を統ーして

営業証を身につけ，法律上の買上げ禁止品や盗品

の疑いある物品を回収した場合は公安局に報告

し，さらに田収拠点で酉収物品を売り渡す場合は

身分証・営業証を提示する.回収拠点経営を委託

された買取業者は，従業員と回収入の登録名簿を

作成，回収入から買上げる物品を記録(いつ・誰

から・何を・どのくらい)する.従業員には服

装・車問・はかり・回収入からの買上げ価格の統

一と運営ル}ルの徹底を図った.回収入には報告

の徹底など組織的訓練，法律知識の研修なども実

施した.市政府は関連政策実施や違反取締りなど
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で協力した(杜， 2007). 

成果は，業界主導で自主的に取組み，市の全関

係者に利益をもたらす仕組みをつくり上げたこと

であり，環境ガパナンス形成のモデルと評価でき

る.これまでゲリラと蔑まれた農民間収入は正規

軍として社会的信用を獲得，システム改編費用を

負担した大手回収企業(利用加工企業・銀行等か

ら借入れ，百数十億元投資)は資源回収の管理強

化と政府支援の獲得，廃!日金属材料市場は回収資

源分類の質と集積規模向上，一般市民は治安と生

活環境改善，そして市政府の循環経済政策も推進

された.家電リサイクルとの関係でこのブロジ、エ

クトがもう lつ注目されるのは，再生金属産業界

がシステム改編に参加し，経済的に支援した点で

ある.天津の家電リサイクル施設と近くにスクラ

ップ原料中心の銅精錬所とをもっ，親会社の非鉄

再生金属産業グループは，家電リサイクルを精錬

所の原料供給源と位置付け，北京・天津・唐山地

域を対象に，家電リサイクル施設の処理能力 33

万トン/年拡張を計画，再生金属原料利用の銅製

品製造工場も併せて建設中である.このように強

力な経済力と産業連携戦略をもっ再生金属産業

が，今後の家電リサイクルシステム構築において

重要なアクターになる可能性は，家電リサイクル

条例起草担当が国家発展改革委員会環境与資源総

合利用可であることから，十分考えられる.

回収とは対照的に処理については，電子廃棄物

環境汚染防止管理弁法(2007年公布， 2008年 2月

実施，以下汚染防止管理弁法と略)により，処理

企業に事業者リスト方式の厳しい資格認定と監

督・管理を課すことで，僧入国収処理業者の淘汰

と技術・設備・規模の劣る既存企業の参入制限を

溜る.同時に排出者に対する有資格処理企業への

処理委託義務付けは適正処理企業育成の重要な条

件となる.リスト作成など法執行が地方政府に任

される以外，施設建設から竣工後の経営に至る資

格認定条件，技術要求，日常の監督管理内容は弁

法に詳細に規定され，電子廃棄物という「新型ゴ

ミJに対して最低限の環境汚染防止と管理は全国

一律に行なうという国の強い意志をみてとれる.

本弁法はこれまでの電子廃棄物排出と処理双方

のあり方を大きく変えると考えられるので， 2005 

年から国の循環経済実験都市に指定された上海へ

の影響を検討する.同市には，市指定の電子廃棄

物処理モデル企業 3社と候補となりうる 1社があ

る.しかし，市全体で年間約 10万トン発生と推

定される館用済み家電のうち 5%に当る 5000ト

ン程度しか上記 3社に送られ処理されず，残り大

部分はさきに見た既存の田収処理システムを通じ

て市外に流出する.これら 4社は，家庭から排出

される使用済み家電処理ではなく，環境保護意識

の高い外資系企業や多国籍企業，循環経済政策推

進の上海市政府関係機関などを顧客に，工業系・

事業系廃棄物処理の Bto Bビジネスを展開して

いる.いずれもお014001等の認証を受けた技術

も経営も国際水準であり，本弁法規制の受け皿と

なる資格を備えている.しかし，モデル企業は

2004年以降の参入で，外資系や政府系などごく

一部の事業所のみ顧客とする特殊なビジネスであ

り，まだ処理能力よりはるかに少ない廃棄物しか

収集できていない.この点では，排出者にも厳し

い義務を課す本弁法は， 4社の事業拡大に確実に

追風となろう.但し，半導体工場からのハギレだ

けでも数万トンとされる工業廃棄物と 10万トン

排出と推定の使用済み家電の一部とを引き受ける

としても， 4社だけでは処理能力不足である.上

海市は 1990年代からの輸出加工区を中心とする

原料輸入・製品輸出型産業優遇で，廃棄物は市外

に運び出されることも多く，リサイクル産業は立

ち遅れている.モデル企業の規模拡大と新たにリ

スト掲載可能な企業育成が急務であろう.

中国の家電リサイクルで留意しなければならな

いのは，都市部で発生する使用済み家電の再使用

率が 6割前後と推定され高いことである.それら

の大部分は地方の農村へ運ばれ，保有家電製品の

8割近くが中古の地域もあるという.家電 1)サイ

クル条例案でも，有資格処理工場で検査・修理

後，再使用認定証を貼り，指定の症で販売すると

いう条件付ではあるが，中古流通は容認される.

物理的寿命が尽きる前に，社会的に陳腐化して廃

棄されることの多い電気電子製品の場合，とくに

製造過程における 3Rと省エネおよび環境負荷低

減の両面からみて，中古利用が望ましいことは言

うまでもない.そこで，中国の実情に合せた技術
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開発として，中古利用を重視した家電リサイクル

研究が日中協向で進められている.由収された使

用済み家電のうち使用可能なものを，寿命・安全

性・老朽度・再使用価値などに応じて等級付け

し，再使用部品を使って最新技術により高品質の

グレードアップ製品に再生する実証工場とその製

品を販売して品質保障やアフターサービスを提供

する中古品スーパーの構想、が提案されている

(Hayashi， 2007; Tian， 2007).この提案で，こ

れまでのリサイクル前提の場合と違って，中古使

用のための環境配慮設計には高い信頼性やグレー

ドアップの容易性が求められるという指摘は興味

深い.プロジェクトとして実現・成功すれば，中

国の家電リサイクル工場の経営を助けるだけでな

く，現在の先進国における材料・エネルギ一回収

中心の家電リサイクルのあり方に一石を投じるこ

とになろう.

とりあえず中古品として製品寿命を延ばしても

最終処理は必要になることを，忘れてはならな

い.リサイクル施設から遠く離れた所で end-of.司

lifeを迎える廃家電の処理をどうするのか.有望

な市場とみられる経済発展の遅れた地域ほど，不

適正処理の可能性が大きく，大都市に最先端の技

術と設備を導入したリサイクル工場をつくるだけ

では，問題は解決しない.そこで，中国のリサイ

クル技術研究の中で，それほど規模の大きくない

工場でも利用可能な低コストで環境負荷の小さな

技術の開発研究が注自される.例えば清華大学で

は， PCB (Printed Circuit Boardの略)の物理的

処理に水を利用した金属・非金属の分離工程を加

え，両者の分離比率向上と低コスト，操作容易，

環境負荷の低い装置と工程の開発，回収した樹脂

類の経済性の高い利用法， PCBから再使用のた

め電子部品の機能を損なうことなく安全に取外す

装置の開発などを手がけている (Chenget al.， 

2007). こうした技術と経済をつなぐ地道な研究

も，中国の家電リサイクル制度を実効性あるもの

とするために重要である.

さて，再生資源回収，電子廃棄物処理，中古家

電利用をめぐる取り組みの検討を通じて，さきに

指摘した家電リサイクルの問題点について改革の

方向が明らかになった.但しなお，独自の条例制

定を必要とする家電リサイクルの国難がある.最

大の問題は囲~又である.使用済み家電を有価物と

して売買する中国の経済社会の現状はそう簡単に

変わらないからである.これに対して，オリンピ

ックに向けて 2007年から北京市が 1000万元の補

効金を投じて開始した使用済み家電買取回収プロ

ジェクト(市民から 140元/台程度で買取)は，市

の推定排出量 3500万台/年のうち 07年だけで 9

万台囲収の実績を上げ，同市にある国指定のモデ

ル家電リサイクル工場をパックアップすることに

なった.この事例から，条例により回収処理基金

が正式にスタートすれば，回収問題解決の糸口を

与えるものと期待される.問時に処理について

も，中国の優位とされる人件費の安さを生かした

前処理で材料問収率を向上させても，後処理への

設備投資に相応のコストが必要なことが，モデル

事業着手の過程で明らかになりつつある.例え

ば，冷蔵庫断熱フロン回収機能をもっ大型破砕装

置導入はモデル企業にしてみれば高価な投資であ

り，事業成功を左右しかねない賭けである.以上

のことを考えると，家電リサイクルシステム構築

の鍵は，条例案にある閣による回収処理の専用基

金設立・運用である.但し問題は誰が費用を負担

するのかであり，これをめぐる関係者の利害調整

が条例制定の焦点となると思われる.中国では，

生産者だけでなく，生産者より利益を上げている

という販売者にも費用負担を課し，生産者と奴売

者問者が基金に拠出することで回収処理費用を販

売価格に上乗せ内部化することが現実的であるよ

うに思われる.当面は北京市のように地方政府の

護極的な関与も必要である.もう一つの鍵は，適

正処理ルートへの廃家電のフローを可能性のある

所から重点的にっくりだすことである.既存の回

収処理システムに一定の経済合理性があり，多数

の人々が従事していることを考えれば，これを完

全に排除したシステムをーから構築することは現

実的ではない.この点で，永康の回収システム改

編プロジェクトは，既存の囲収システムの適正処

理ルートへの取込みと活用の可能性を実証した.

日本のように販売店，とくに量販庖に田収の役割

を担わせることも考えられる.同時に多国籍企

業，大手銀行・製造業者，政府とその関連企業な
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ど大規模事業者に対し，資産廃棄制度を整備する

とともに適正処理企業への排出を義務付けること

である.こうして少しでも多くの廃家電をモデル

処理食業に送込み実質稼動させることで，成功事

例として普及させていくことが重要である.これ

を経済発展めざましい沿岸部の大都市で実施でき

れば，最初は回収率が低くても絶対量は大きく，

中古利用国難な廃家電が地方へ送られるのを少し

でも防ぐこともできるはずで、ある.

4.結語一一中国循環経済の意義と課題

以上の考察から，中国が非鉄再生金属と家電リ

サイクルを，循環経済の重要な資源分野と位置づ

け，環境問題を克服しつつ有効利用を促進するた

めに，着実に見通しをもって政策手段を立案・実

行しつつあると見ることができる.非鉄再生金属

の分野は，鉱産資源が乏しいにもかかわらず，経

済成長のために資源需要が大きいので， 3大工業

地帯中心の展開をみた.その典型はi折江省南部で

あり，再生金属を利用した産業が発達したが，輸

入資源の分、解による汚染問題が起きた.この開題

の背景として，再生金属産業では中小企業が多

く，設備と環境保全が不十分であるという産業構

造上の問題がある.この現状に対して， 11次 5

カ年計画と循環経済の方向性は，囲収・解体につ

いては団地内処理など集約化による厳格な環境規

制の実施であり，精錬処理に対してはスクラッ

プ・アンド・ピルドによる規模の経済と環境保護

の両立，参入規制とモデル育成，厳格な環境規制

の実施と並行した業界の自主的取り組みを基礎と

する環境ガパナンス育成の方向が確認できる.こ

れらは循環経済政策のポリシーミックスとしては

直接規制であるのに対して，間接的手段としては

国債特別基金による技術開発や再生資源毘収利用

企業に対する増値税免税が行われている.再生金

属産業は，もともと市場原理にもとづく企業の取

り組みがあり，モデル企業の指定や補助金による

技術開発は金額が多くなくとも，モデル企業に指

定されること自体が社会的効果をもつなど，一定

の意義があると考えられる.

これに対して家電リサイクルの現状は，農村部

へ広がりをもっ中古利用の割合が高く，技術と設

備をもたない個人業者が回収処理の主要な担い手

となって，使用不可能な廃家電でさえ有価物とし

て売買されている.使用済み発生量は急増してい

るが，適正処理食業に集まらない.この現状に対

して，循環経済の方向として使用済み家電を含む

再生資源回収業者の管理および電子廃棄物の処

理・排出企業への直接規制に着手し，回収と処理

の分離を図る方針が取られている.さらに家電リ

サイクル条例により関係者の役割分担と回収処理

の基金設立の枠組みが定まる方向である.これに

もとづき，使用済み家電の屈収処理システムに対

する間接的手段である経済的裏付けが与えられ，

処理企業育成の産業政策も実行されるであろう.

また再生金属産業と家電リサイクルの関係は，処

理過程に資源の利用先である再生金属産業の積極

的関与があれば，基準を満たした集中処理により

資源の有効利用と環境保全を両立できる可能性は

ある.どちらの分野においても直接規制と間接的

手段の組み合わせが重要であるが，とくに家電リ

サイクルの場合，市場原理と企業努力で問題が解

決できる分野ではないので，回収処理基金設立の

ような間接的手段が不可欠で、あり，基金設立をめ

ぐる関係者の利害調整に失敗すれば，制度整備が

さらに遅れる可能性もある.

中国の再生資源政策は，循環経済のもとで，よ

りいっそう効率的な経済成長を目指すものである

から，相対的な資源利用と環境負荷を減らすが，

絶対的なそれは減るわけではない.当面は生産の

効率化とリサイクルを中心とした大量廃棄に対す

る取り組みが中心であり，中国が呂標とする先進

屈も含めて大量生産・大量消費の経済成長システ

ム自体は変わらないという限界もまた指摘してお

かなければならない.今後の進展状況次第では，

圏内の回収処理体制整備は遅れるものの，対外的

な輸入園区の整備は進み，むしろ圏外からの再生

資源輸入は増加し，日本への影響は大きくなる可

能性がある. 3つの低コストによって支えられた

中国の製品競争力は「低価格品の大量生産Jを生

み，中国製品を輸入する側は，その利益を享受し

てきたが，いまや中国の COz排出の 4分の 1が

輪出分とされており，その環境コストもまたきわ

めて大きい.したがって，この世A界規模の大量生
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産・大量消費体制を変えるには，中国だけではな

く，世界もまた変わらなければならない.この面

で，中国への住用済み電気電子機器を含む再生金

属資源の最大の輸出国であると問時に家電製品輪

入大国でもある日本との関係について特別の考察

が必要で、あるが，別稿を期したい.

*本論文は平成 19年度科学研究費(基盤研究

(A): 19252001 rアジアにおける循環型社会と

環境ガパナンスJ)の助成を受けた研究成果の一

部である.

本稿作成にあたり資料を提供されご教示いた

だいいた平田郁之氏ならびに上海電子産品維修

服務協会に深く感謝申し上げます.
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