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経験から、環境対策は得意と過信しがちな日系企業も例外では
なく、複数の大手製造業の現地法人が、罰金の支払いや操業停
止を命じられている。ところが、そのような事実を進んで公表する
企業は多くなく、日本における報道は実態と比べで極めて少ない
との印象を受ける。

しかしながら、事態はすでに予断を許さない段階に達してい
る。中国政府による環境規制の強化は、今なお着地点が見通せ
ない状況であり、汚染物質の排出基準の一部は、すでに日本の	
それよりも厳しい水準となっている。これは、日本企業がこれまで
日本で培ってきた環境対策の経験・ノウハウを以てしても一筋縄
では解決できない段階に達していることを意味する。また、言う	
までもないが、多くの現地製造業は、部材や原材料の多くを現
地調達に頼っている。ひとたび、自社とサプライチェーンでつな
がる企業の一つが環境規制への対処を誤り操業が困難な状況
に陥った場合には、「サプライチェーンの崩壊」という事態に陥
ることも十分に想定される。したがって自社のみならず、サプライ
チェーン全体を視野に入れた対策を実施していかなければ、早
晩事業が立ち行かなくなってしまうことにもなりかねない。

このような環境規制に対して、今後中国の現地法人を率いてい
く現地経営者や、彼らを統括する日本本社がどの様にかじ取りを
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１ 中国の環境規制に対する日本企業の現状

上海清環環保科技有限公司（STECO、以下、「当社」）は、中
国・上海に拠点を構え、企業向けの環境対策ソリューション提供
を生業としている。日系独資企業としては唯一、中国政府より「環
境第三方治理企業注1）」として批准を受けており、10年にわたり中
国において多くの日系企業に対して、製造拠点等における環境対
策の支援を実施している。特にここ数年は、企業に対する環境規
制が急激に厳格化されたことを受け、対応に悩む日系企業の駆
け込み寺的な役割を果たしてきた。各地の商工団体や金融機関
等からの講演依頼も数多く、2018年だけでもすでに20回以上、環
境をテーマとしたセミナーや研修会を実施している。本稿では、
中国の環境規制について、その最前線で対策に取り組む立場か
ら提言する。

現在中国では、政府による環境政策が大幅に強化されたこ
とを受け、環境当局による厳格な取り締まりと違反企業への処
罰が相次いでいる。環境当局による突然の査察により環境規制
への対策の不備が発覚し、責任者の拘束、行政処罰や罰金、操
業の一時停止、ひどい場合には生産拠点の移転や廃業を余儀
なくされる等、処罰事例は枚挙にいとまがない。日本における	
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するかにより、その企業の将来にまで深刻な影響を及ぼすのでは
ないかという危機感さえ感じている。
そのような中、日系企業の多くは環境規制への対応において五
里霧中の状態にあり、有効な対応の方向性を見いだせていない。
以下に日系企業の具体的な事例をいくつか紹介する。 

ケース1 本社決裁の遅れ・解雇社員からの通報

◦企業：化学品製造業A社
◦経緯：A社では、2018年1月に、当局に提出する報告書類の
記載内容と実態が乖離していることを認識し、当社のサポー
トを受けつつ、是正に向けた対策の検討を開始した。是正
に要する予算確保を行うため、日本本社での決裁に数カ月
を要した。この間に、当該案件を担当していた現地社員Bと
の間で労使トラブルがあり、Bを解雇した。Bは解雇後、環境
当局に対して「A社に違法操業の疑いあり」と通報した。その
結果、是正対策の実行に至らない段階で当局の現場査察を
受け、違反を指摘されたもの。

◦処罰理由:環境影響評価報告書の批准を受けない状況での
不法操業

◦処罰内容:罰金(百数十万元)／生産の一時停止	

ケース2 問題の過小評価と対策の放置

◦企業：自動車部品製造C社	
◦経緯：当社が実施した現状診断サービスにおいて、「排気対
策に不備あり」との指摘を行っていたが、C社内でその緊急
性、重要性が十分に認識されず、対策が講じられない状態
で当局の現場査察を受け、違反を指摘されたもの。

◦処罰理由：工場排気の無組織排気（大気汚染防止法違反)	
◦処罰内容:罰金(金額未定)／組織排気設備の早急な導入指導

ケース3 現地スタッフによる不正

◦企業：塗料製造D社
◦経緯：当局の現場査察において、VOC（揮発性有機化合
物）設備が基準を満たしていないとの指摘を受けた。あわせ
て、現地スタッフによる関連書類の改ざん等も発覚、極めて
重大な案件であるとして当局より処罰を受けたもの。なお、
VOC設備の再導入のために、1.8億円の追加支出を強いら
れることとなった。

◦処罰理由：工場排気の処理不備／監査妨害
◦処罰内容：罰金230万元／生産の一時停止

ケース4 役人との人的関係を過信

◦企業：材料製造E社
◦経緯：当局に提出する報告書類の記載内容と実態が乖離し
ていることを認識していたものの、地方政府の役人との間に
一定の人的関係があることを頼んで、迅速な対策を講じて
いなかったところ、中央政府の監査団により現場査察を受
け、違反を指摘されたもの。

◦処罰理由：環境影響評価制度の違反、建設プロジェクトを
無許可で大きく変更したこと

◦処罰内容：罰金40万元

ケース5 現地スタッフへの過度な依存

◦企業：基盤製造F社
◦経緯：F社では環境対策を現地スタッフに任せっきりにし、
経営層は詳細を把握していなかった。スタッフの提案を受け
て新たに環境対策のための設備を購入したところ、当局によ
る検収に合格できず、さらに別の設備を購入せざるを得なく
なったもの。

◦処罰理由：環境影響評価報告書との乖離(三同時制度注２）

の違反)
◦処罰内容：大気汚染防止法違反（2018年末までに改善しな
い場合には、一部生産停止を命ずるとの予告を受けている）

ケース6 内部通報と故意的な設備故障

◦企業：材料製造G社
◦経緯：G社では、各種の対策を講じ、環境規制への対策は万
全との自負を持っていた。ある日、事前予告なしに当局の現
場査察を受けた際、役人は他の設備には脇目も振らずにあ
る設備に直行しpH検査を実施した。その結果、異常値が検
出されたとの指摘を受けたもの。当該設備は、社内の日常点
検では異常値は検出されていなかったこと、査察は内部告
発を受けてのことであったことから、社内の何者かが内部告
発による報奨金を得ることを目的に、故意に設備を故障さ
せた可能性があると推測される。

◦処罰理由：汚染防止設備の不正常稼動（三同時制度注２）の
違反）

◦処罰内容：罰金15万元

ケース7 安易な判断での過剰な設備導入

◦企業：化学品製造H社
◦経緯：当局の役人より、VOC（揮発性有機化合物）の適切な
処理を実施するよう命じられ、現地スタッフが薦めるままに
環境設備を導入したところ、年間の保守費、活性炭交換費
用等のランニングコストだけで1億2000万円も必要となるこ
とが判明した。当局への届出書類には、設備のメンテナンス
や交換の頻度まで明記されているため、今後毎年1億2000
万円を支出してメンテナンスを行わなければ、違法操業を
指摘されるリスクを抱えることとなった。

以上、七つの事例を紹介したが、この他にも日系企業の多くは
大なり小なりの課題を抱えていると思われる。当社では、製造拠
点等の実態が環境規制に適合できているかを診断するサービス
を数多く実施しているが、これまで診断を実施した日系企業の9
割以上が何らかの問題を抱えたまま操業を続けているとの印象
を受けている。
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２ なぜ、処罰を受ける企業が相次ぐのか

なぜ、環境規制への対策には少なからぬ経験値を有するはず
の日系企業まで、上記のような処罰・失敗の事例が相次ぐのか、
二つの視点から考えてみたい。一つは環境当局側の事情、もう一
つは日系企業側の事情である。

⑴環境当局側の事情

⃝中央政府により「生態文明の建設（環境や資源の保護）」が国の
重要政策の一つとして決定されており、2020年末までの第三次
五カ年計画で定められた目標の達成が至上命題となっている。

⃝環境当局にとっても、これまでに経験のない改革であり、試行
錯誤の過程で、日本の常識では考えられないような基準設定
が行われることもある（まず実施してみて、不具合があれば走り
ながら是正するスタイル）。

⃝同じく重要政策の一つである「反腐敗運動」とも連動し、企業
への監督・取り締まり状況は、役人としての自身の評価にも直
結しかねないことから、その手綱を緩めることはできない状況
にある（査察先の企業において、不備・違反の実態を発見した
場合には、是正のための猶予期間を与えることなくまず処罰を
科すケースが多い）。

⃝国土が広大であることもあり、省や地域ごとに追加的な規制・
基準が存在する（複数の地域に拠点を有する企業にとっては、
画一的な対策を講じづらい）。

⑵日系企業側の事情

⃝意思決定のスピードが遅く、環境規制をめぐる環境変化に追い
つけていない。

⃝現地法人側に十分な権限と資金がなく、早急な対策が必要な
場合でも即断即決が難しい。

⃝現地法人の経営トップは日本人駐在員であることが多いが、数
年の任期を経て帰任するのが通常であり、「自身の任期は大過
なく終えたい」意識が強く、環境対策のようなめんどうと思われ
る課題に対して、臭いものにふたをしがちである。したがって本
社への報告は、当たり障りのない内容に陥りがちである。

⃝適切な対策を講じるには、中国の環境法令や汚染物質、環境
設備等に関する高度な知識が必要となるが、このような資質を
持つ現地スタッフの確保は容易でない。また、日本語通訳を担
う現地スタッフにおいても、専門用語の翻訳は難易度が高いた
め、日本人経営層にとってはミスコミュニケーションが多発し
やすく、課題の本質が見えにくい。

⃝日本人経営層が過度に現地スタッフに丸投げした場合、スタッ
フと業者との癒着を誘発するリスクを抱えることもある。

⃝本社から定期的に派遣される内部監査チームは、現地の最新

事情に精通していないことが多く、本質的な課題解決につなが
りにくい。

３ 中国政府の急激な環境規制強化の背景

今後も中国の環境規制をめぐる動向は目まぐるしく変化するこ
とが想定されるが、将来を予測する上で、今日に至る環境政策の
変遷についてある程度理解しておくことも重要である（次頁図1-1
およびP24図１-２）。中国の環境保護法は1979年に制定されてお
り、その根幹となる部分は現在に至るまで大きな変更はない。た
だし、制定当時は「改革開放」の号令の下、環境保護よりも経済
発展が優先された時代であり、環境保護法の厳格な執行はさほ
ど重要視されなかったといえる。
ところが、2011年の北京米国大使館によるPM2.5の実測値公開
を契機とした環境への意識の高まり、2012年の習近平の中国共産
党中央委員会総書記就任を経て、環境政策は新たな局面を迎え
た。習政権は、2014年に「環境監督管理と法執行強化に関する国
務院弁公庁通知」を発表し、環境違反の罰則を強化し、管理監督
を担う役人に対しても昇進・降格条件として「環境問題への取組
実績」を盛り込むことにした。これにより、役人主導で反腐敗運動
と環境改善を両輪として政策を進めていくことを明確に示した。
「生態文明の建設」（環境の改善）と「反腐敗貫徹」の両輪を同
時に前進させるべく、2016年には、環境への取組状況を監査する
ことを目的とした「第一回中央環境監査団」が組織され、中央か
ら全国に派遣された。「中央環境監査団」とは、環境専門査察員
と共産党規律検査委員会によって組成された特別組織であり、
企業側の環境対策の不備を是正するのみにとどまらず、環境保
護法を正しく執行しなかった役人の責任を明確にする役割も兼
ねる。また、中央環境監査団が指摘した不備事項に対しては、そ
の後の改善状況に関する再確認作業が各地域で行われたことか
らみても、絶対に処罰（法執行）は曖昧にしないという中央政府
の強い意志を示したものといえる。
 

４ 環境政策はどこへ向かうか

環境規制の今後の動向について、いくつかのキーワードを通じ
て予測してみたい。

⑴中国製造2025

中国製造2025とは、2015年5月に中国政府が発表した、今後
10年間の製造業の発展に向けたロードマップのことである。最
終的には中華人民共和国建国100周年を迎える2049年までに	

環
境

規
制

対
策



23　RMFOCUS Vol.68 〈2019 Winter〉

【図１-1】中国における環境政策　これまでの経緯 　　　　　　　　　　　(出典：中国国務院、政府発表資料を基にSTECO社作成）
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「世界の製造大国」としての地位を築くことを目標に掲げてい
る。ロードマップでは、2049年までに到達すべき目標を3段階で
定義している。第1段階は、2025年までの「世界の製造強国入
り」である（これが「中国製造2025」に相当）。第2段階としては、
2035年までに中国の製造業レベルを世界の製造強国グルー
プの中位に位置することを目標とし、第3段階としては、2045年
までに「製造強国のトップ」になるとしている。これらの目標を	
達成するための五つの基本方針として、「イノベーション駆動／
品質優先／環境保全型発展／構造の最適化／人材本位」を	
うたっている。従来の労働集約型の産業構造から脱却し、ITやロ
ボット、AI（人工知能）を活用した「技術集約型／知識集約型」
の産業へのシフトを目指すことを明確に示したものといえる。
五つの基本方針の一つに、「環境保全型発展」がうたわれてい
ることからもわかるように、環境への悪影響を度外視した大量生
産・大量消費を通じて経済大国を目指すのではなく、環境に配慮
した発展を目指すことが、今後30年に及ぶ政策目標としてコミッ
トされているのであり、現在の環境規制強化の流れは、この間や
むことがないと予測される。

⑵国家監察委員会の新設

2018年3月の憲法改正にて全国人民代表大会の直下組織とし
て「国家監察委員会」が新たに設けられた。これはもともと国務院
の一部署であった監察部が「国家監察委員会」へと格上げされた
ことを意味する。憲法改正以前は、監察部の権限には構造的な
限界が存在しており、腐敗の事実に対する処罰を厳格に実行で
きないとの課題も指摘されていたが、今回の改正によりこれが可
能な組織への格上げが実現した。同委員は、「中国製造2025」の
目標達成に向けて、環境規制への取組状況や、反腐敗運動の徹
底を監視していく役割を担うこととなる。

⑶連帯責任制と生態環境損害弁償

2018年6月、中国の大手銀行が融資先の企業の環境対策に不
備があることを事前に把握することなく融資を行ったとして、当局
より50万元の罰金を科された。これは、金融機関の融資が間接的
に環境悪化を誘発したという「連帯責任」を問うたものであると
いえる。社会全体に対して環境対策への一層の取り組みを促す
ための見せしめともいえるかもしれない。
また、今後はサプライヤーが納期の厳守を優先するあまり、環
境への取り組みをおろそかにしたまま無理な操業を継続する事
態に警鐘を鳴らすべく、サプライヤーに何らかの環境違反があっ
た場合には、発注側にも連帯責任を課す方向で規制の整備が進
む可能性があり、注視が必要である。
もう一つの注目点は、2018年6月に「生態環境損害弁償」（公
害事件に対する公益訴訟）の初めての判例が公表されたことで
ある。公益訴訟とは、環境汚染を引き起こした企業に対し、自治体
（政府）が訴訟を提起することである。環境悪化を招いた原因が
企業にあると特定されれば、自治体はその企業に対して損害賠償
を求めることが可能となったことがわかる。
以上のような三つの観点から、今後も環境規制強化の流れは
さらに激しさを増していくことは明らかであるといえる。
 

５ 企業に求められる対策

中国政府の政策は、経済成長のために多少の環境汚染を容認
する姿勢から脱却し、環境保護を最優先とする方針にすでに舵
が切られており、少なくとも今後30年間にわたり方向性は維持さ
れることとなる。現地に進出する日系企業においても、こう言った
背景を十分に理解した上で、環境対策に取り組む必要がある。

【図１-2】中国における環境政策のこれからの行方　　　　　　　　　　　　(出典：中国国務院、政府発表資料を基にSTECO社作成）
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環境規制対策

日系企業にとって最も大きな課題は、「自社の現状を客観的に
把握できていないために、有効な対策を講じることができない」こ
とである。現状把握を行うためにチェックすべきポイントは多岐
にわたるが、以下に特に重要な点をいくつか紹介する。

⃝当局に提出する「環境影響評価報告書」の内容と、自社の現状
（汚染物の排出の実測値等）は合致しているか。（操業開始か
らの生産環境の変更により、現状との乖離が生じているケース
が少なくない）

⃝汚染物排出許可証の取得条件に適合する総量規制・排出基準
を満たしているか。

⃝法規に則ったモニタリング設備を設置し、定期測定を行ってい
るか。

⃝環境関連情報を公開しているか。（法に定める重点企業に該当
する場合）

⃝法規に則った環境保護責任制度を整備し、関連担当者の職務
を明確化しているか。

⃝法規に則った「突発環境事故応急予備法案」を整備し、環境事
故に対する訓練などを実施しているか。（法に定める重点企業
に該当する場合）

上記はチェックポイントの一例に過ぎない。当社が顧客企業
に対して環境規制への適合状況を診断するサービスを実施する
場合には、当局への申請書類、社内体制、排水、排気、騒音、固形
廃棄物、土壌汚染、環境事故への対応等、多岐にわたる項目に
対して詳細なチェックを実施している。また、このような診断で不
備事項が発見された場合には、是正に向けた対応のサポートも	

実施している。
今後予想される環境規制の更なる変化に備えていくには、図２
のような対応能力が求められる。
2020年までの間に環境関連の国家標準（順守すべき規範）は、
およそ800件が更新される予定であり、規制を取り巻く状況は
刻 と々変化していく。このような対応は、もはや一企業内の人的リ
ソースに頼って対処するのは極めて困難であり、現場に足を運ぶ
中での印象として日系企業の9割以上が何らかの問題を抱えてい
ると思われることは前述のとおりであるが、問題解消には環境対
策設備への追加投資等、一定のコストを要するケースもあり、現
地法人に付与された権限・資金では十分に対処しきれないこと
も少なくない。現地法人を統括する日本本社においても、積極的
に現状把握と課題解決に関与して現地のサポートを行うことが
重要である。

以上

【図２】環境政策に求められる８つのスキル

注）
　　　　　　
１） 企業等における環境対策を総合的にサポートする政府公認の専門業者
2） 生産施設の計画、建設、操業の三段階において、環境保護施設を同時に計画、

建設、操業することを義務付ける制度
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