平成 21 年度 新興国等における環境政策等に関する調査研究
Ⅰ．

事業の目的

サブプライムローン問題に端を発する金融危機により、世界経済はもとより日本経済も大きな打撃を
受けた。特に輸出産業に大きな影響があり、鉄鋼業、製造業の生産量に大幅な減少がみられ、在庫整理
や雇用調整等が進められた。経済の建て直しを図るため国は、環境対策、エネルギー対策を柱とした経
済政策を行った。また、内需の拡充とそこに生じる課題を解決しようとする取り組みを推進することに
よって新たなイノベーションを促進し、そこから生まれる新技術等による国際競争力の強化と日本経済
の増強を図っている。
我が国の環境装置産業においては、国内での大型環境インフラの整備が概ね一巡しており、海外の環
境保全対策への協力及び海外における新市場の創出に乗り出す契機となっている。一方、グローバル化
する経済の中で、豊富な資源により経済成長著しい新興国は、深刻な環境汚染問題が懸念されている。
このような状況のもと、新興国の現状および環境保全技術へのニーズを抽出することは、日本の環境
装置産業の新たな発展に重要な意味を成すと考えられる。本事業では、新興国の社会・産業の状況と、
求められている環境保全技術を浮き彫りにするとともに、国内での後援体制を検討し、政策提言につな
げ、我が国環境装置産業の新たな市場創出を促したい。
調査対象国は、ブラジル、インド、カザフスタン、ロシア、サウジアラビアの 5 カ国を選定した。平
成 21 年度は、この 5 カ国についての基礎情報として社会状況、産業の状況、環境産業の状況に関する
情報を収集した。また、環境インフラの実態把握と環境政策の動向について調査をするためサウジアラ
ビア、ロシア、カザフスタンの 3 カ国について現地調査を行った。
平成 22 年度は、21 年度の成果を踏まえブラジル、インドの現地調査を行い、5 カ国全ての実情を把
握するとともに、対象国へ進出している欧米の企業の戦略および日系企業の進出事例を調査し、対象国
への進出時の課題を整理する。以上の成果をもとに、対象国について国別に進出戦略を策定し、国内で
の体制作りおよび政策提言を行うことで、世界規模で懸念されている環境汚染の防止と我が国環境装置
産業の新たな市場創出につなげていく。
Ⅱ．実施内容・成果
1． ブラジルの社会・環境装置産業の動向について
(1) 社会状況について
ブラジルは大統領制連邦共和国である。1980 年代初頭、世界的な金利の急上昇を契機に、中南
米諸国は金融危機に陥りインフレが加速した。1995 年-2002 年、カルドーゾ大統領は前コロル大統
領からの経済安定化プログラム「レアル・プラン」を引継ぎ、経済の自由化、国営事業の民営化等
を推進した。この結果、インフレも収束に向かい、経済の安定化を背景に安定した政権を維持して
いる。2003 年 1 月第１期ルーラ政権が、2007 年 1 月には第 2 期ルーラ政権発足し、年金改革、税
制改革、貧困削減に取り組んでいる。
行政上は 26 の州と一つの連邦首都区に分かれ、5,563 の市町村から成っている。国家は行政、立
法、司法の三権によって運営されており、行政府と立法府（連邦下院、連邦上院）の構成員は国民
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によって直接選出され、司法府の構成員は憲法の定める所定の手続によって任命されている 。
貧困ライン（1 日 1 ドル以下の貧困層）にいる人口は、2001 年時点で全人口の 31％にものぼ
り、所得シェア格差は約 20 倍である 。地域別で見ると、北東部及び北部の貧困が突出しており、
南東部・南部は豊かな地域であるといえる。特に北東部では人口のおよそ 63 ％が貧困人口である 。
(2)

産業の状況について（産業政策等）
ルーラ第 2 期政権の開始とともに、2007 年 1 月に発表された成長加速プログラム（PAC）は、

インフラ投資、投資環境の改善、減税と税システムの整備等５つの分野から構成されている。イン
フラ整備が最も重要な柱とされ、運輸部門、エネルギー部門及び都市・衛生部門に５千億レアル以
上の投資が 2010 までの 4 年間で計画されている。また 2014 年にはブラジルにてワールドカップ
が開催され、12 都市で試合が行なわれる。そのため、地下鉄やバスなどの都市交通の整備および回
廊道路の整備などに 600 億レアルから 1,000 億レアルの投資が見込まれ、他にインフラ部門への投
資が 300 億レアルが見込まれている。インフラ整備計画及びその他の大型投資計画を表 2- 1 に示す
1。

表 2- 1 インフラ整備計画及びその他の大型投資計画
（1）インフラ投資開計画
部門別

件数

（2）主な投資プロジェクト

完成までの金額

工事の平均金額
工事

（百万レアル）

（百万レアル）

電力

109

76,171

699

6,610MWの発電のための風力発

輸送

203

48,721

240

電所

石油/ガス

17

34,833

2,049

衛星

74

24,138

403

183,863

合

計

投資対象地域・州

金額
(百万レアル)

全国各州

15,000

ペトロブラスの新しい石化精製所

未定

10,500

326

4基の石油プラットフォームの建

リオデジャネイロ/

456

設と改造

エスピリトサント州

小規模水力発電所3,936MW

全国各州

6,000

アングラ3号原子力発電所の建設

リオデジャネイロ州

5,200

サンフランシスコ河の造成

東北地域

4,500

州内の各地域の水供給

サンパウロ州

4,300

天然ガスコンビナート

リオデジャネイロ州

3,190

サンパウロ州

2,930

ミナスジェライス州

2,700

Companhia Paulista de Transporte
Metropolitanoの鉄道の回復

州内の各地域の上下水道設備

6,300

出典：EXAME誌
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JOMEC ―ブラジル連邦共和国の銅需要の現状と省リア予測― 金属資源レポート 2006.7
http://www.jogmec.go.jp/mric_web/kogyojoho/2006-07/MRv36n2-07.pdf
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2008年5月には、ルーラ大統領は｢生産性開発計画｣（PDP: Politica de Desenvolvimento Produtivo）
を発表、輸出振興と海外からの投資促進を目的とした更なる産業政策の強化を図っている。これは産業
を3つのカテゴリーに分類した上で、固定投資額の対GDP比割合の拡大、民間企業の研究開発投資の拡
大、世界全体の輸出額に占めるブラジルの割合を拡大、零細・中小輸出企業の活性化に対して次のよう
な目標を掲げている,2。
固定投資額の対GDP比割合：17.6%(2007年)→21%（2010年）（年間平均増加率11.3%）
世界全体の輸出額に占めるブラジルの割合：1.18%(2007年)→1.25%（2010年）
（同9.1%）
民間企業の研究開発費の対GDP比割合：0.59%(2005年)→0.65%（2010年）
（同9.8%）
中小輸出企業数：11,792社（2006年）→10%増の13,584社（2010年）
それぞれの産業に対して2010年までの達成目標を設定し、国立経済社会開発銀行（BNDES）はこれ
らの産業支援のための資金を提供することとなる。
表 2- 2 生産性開発計画（PDP）における 3 つの産業分類
強

化 分 野

競争力強化分野

該

当 産 業

自動車、資本財産業、繊維・縫製、材木・家具、衛星・香水、土木、
サービス分野、造船、皮革製品、アグリインダストリー、
バイオディーゼル、プラスチック、その他

戦略的動員分野

情報通信、原子力発電、防衛産業、ナノテクノロジー、
バイオテクノロジー、健康産業

世界市場におけるリーダー

石油・天然ガス・石油化学、バイオエタノール、鉱業、製鉄、

シップ確立・維持分野

紙・パルプ、食肉、航空機

出典：
（社）日本経済調査協議会 「資源国ブラジルと日本の対応」2009 年 6 月
表2-2の強化分野の一つ「世界市場におけるリーダーシップの確立・維持分野」については、次のよ
うな具体的な目標を掲げ、資源企業に再編を促し、ブラジル国外への国際化の推進を意図している。
鉱業、製鉄、紙・パルプ
2010年までに世界5大生産国の地位を確立し、そのための企業経営の国際化、輸出の拡大、サプ
ライチェーンの強化、イノベーションのための投資拡大、インフラ技術の強化
食肉分野
ブラジルを世界最大の植物性たんばく質の輸出国にし、食肉コンプレックス（複合体）をアグリ
ビジネスの主要輸出産業にする
バイオエタノール

2

JETRO

アジア経済研究所

月間ブラジルレポート

環境保全と成長の狭間 2008 年 5 月

http://www.ide.go.jp/Japanese/Research/Region/Latin/Brazil/2008/200805.html
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次世代技術の開発やバイオマス活用の発電量増産の重要性を強調。エタノールを国際商品とすべく国
際商品市場創設が課題
また、日系企業の動向としては、鉄鋼、自動車、資源の世界的再編を背景に、日本企業の対ブラジル
投資はグローバル戦略立地へと質的変化をしており、大型化もみられる。特に、鉄鋼や自動車分野にお
ける日本企業の投資が目立っており、日系自動車メーカーは急成長する市場でのシェア拡大を図り、小
型車をはじめとした生産能力を拡大する。また、自動車生産に伴い鉄鋼需要が急増し鉄鉱石の供給確保
のため鉄鋼メーカーも積極的である3。
(3)

環境汚染の状況について

ⅰ．大気汚染
大都市での工場排煙および自動車・トラックの排ガスによる汚染が深刻である。その原因をサン・
パウロ市の例（自動車、トラック等）でみると、①セー広場を底に「すり鉢」状の地理的条件、②
中心地へ集中する放射状の道路システム、③個別自動車への排ガス規制値の低さ、④地下鉄など公
共交通手段の脆弱性、⑤先進国の技術が適用できないアルコール車の技術的問題、⑥緩い環境基準、
⑦モニタリング体制が未整備、⑧車検制度がなく、自動車修理工場も少なく、老朽化した自動車が
多いことなど複合的な要因がある。
個別自動車への排ガス規制については徐々に強化され、先進国並の基準に近づいている。新車の
市場への浸透度も少しずつ高まり、街路で老朽車をみかける度合いは減少した。また、メキシコ・
シティにならって、ナンバー・プレートの数字による市の中心部への車両進入規制の導入などによ
り、大気汚染は若干改善している4。
ⅱ．水質汚染
北部のカンタレイラ山の森林は、サン・パウロ大都市圏の上水の50％が依存している水源地であ
るが、ファベーラと呼ばれる貧民街が、森林を破壊しながら拡大している。貧民街の生活排水は、
未処理で環境中に排出されるので、水源を汚染するとして危惧されている。リオ・デ・ジャネイロ
州では、グアナバラ湾の水質汚染が深刻である。グアナバラ湾には約6,000の事業所と730 万人の
住民が排する汚水が毎秒約20t流入している。そのうちの約3tが処理場で処理され、他は未処理の
まま流入している。また、都市部の下水処理場が整備されていないことも水質汚染の原因となって
いる。国立厚生院（FUNASA）によるブラジル全土の調査によると、水質汚染の影響により発生し
たコレラ・チフス熱、腸炎などで、1979 年から1995 年の16 年間に34万2,732人の子どもが死亡
している（年平均2万1,420人）4。
ⅲ．廃棄物
(財)国際貿易投資研究所 季刊 国際貿易と投資 Autumn 2008/No.73 ｢ブラジルへ積極姿勢を強める日本企業 ～
欧米企業を追随する自動車、原料確保を目指す鉄鋼産業｣http://www.iti.or.jp/kikan73/73yoshioka.pdf
4 JICA ブラジル国別援助研究会報告書
2002 年 3 月
http://www.jica.go.jp/jica-ri/publication/archives/jica/country/pdf/2002_03/06.pdf
3

4

サン・パウロ市では年間433万3,128トンの廃棄物が発生しており、その約半分が家庭や商店など
から出された一般廃棄物で、建設廃材（26％）、市内清掃のごみ（9％）、産業廃棄物（7％）、有
害廃棄物（1％）の順になっている。処理については、ほとんどが埋立処分（全体の61.4％）され
ており、焼却が全体の1.9％、リサイクル・センターでの処理はわずか0.04％である（そのほか36.6%）
4

。

ⅳ．温暖化対策
ブラジルは今後10年間で、地球温暖化ガスの排出量を2020年の推定排出量から36.1─38.9％削減
する目標を明らかにした。この目標レンジの上限を達成できた場合、排出量は1994年近くの水準ま
で減少する。この目標値達成のため、ドイツと研究開発、技術等にて協力する事を盛り込んだ気候
変動を克服に関する覚書を取り交わした。
ブラジルの CO2 排出量に大きく関わっている電力供給は、降雨量に左右される水力発電所が
70.83％を占め、次いでガスによる火力発電が 10.45％、輸入電力が 7.53％、バイオマス 3.76％、
原子力発電が 1.85％、石炭 1.30％、風力発電が 0.23％となっている5。再生エネルギーを使用した
電力供給は 84％を占める（大規模な水力発電を含む）6。そのため、環境負荷は低いといえるが、
未送電地域が多く残る。その内訳としては、北部の農業人口の 62.5%にあたる 260 万人、北東部
の同 39.3%にあたる 580 万人、中西部の同 27.6%にあたる 36 万 7,000 人、南東部の同 11%にあ
たる約 80 万 7,000 人、南部の同 8.2%にあたる 48 万 4,000 人である。この計約 1,000 万人が未
だ電力の供給を受けていないとされ7、これらの地域への電力供給について大きな課題となっている。
2． インドの社会・環境装置産業の動向について
(1)

社会状況について
インドは共和制の連邦国家であり、1947年の英国領から独立以来、軍事クーデターはなく、選挙

によって政権が交代するという安定した内政運営を続けている。1998年に発足したバジパイ政権
（インド人民党（BJP））下で、経済自由化政策による高い経済成長が実現したが、都市部と農村
部との貧困格差が広がり、2004年にはコングレス党を中心とするマンモハン・シン政権が成立、
2009年の総選挙においても、与党コングレス党が大勝を収め第2次マンモハン・シン政権が発足し
た。
インドの行政単位は中央政府、州政府、地方自治体の三つの行政階層で、また、都市部と農村部
にはそれぞれ異なる制度が導入されており、農村部自治体はさらにその内部において三層構造をと
っている。現在インドには28 の州（State）と７つの連邦直轄領（Union Territory）が設置され
ている。中央と州の管轄事項は憲法で定められており、中央は国防、外交、通信、通貨、関税など

5

ブラジル日本商工会議所 ブラジルビジネス デイリー経済情報
http://jp.camaradojapao.org.br/brasil-business/noticias/noticias-energia/?materia=4875
（参照 2009-08-22）
6 UNEP
SEFI 「Global Trends in Sustainable Energy Investment 2008」
http://www.unep.fr/energy/information/publications/details.asp?id=DTI/1066/PA
7 NEDO 海外レポート
動き始めた代替エネ振興計画
http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/926/926-03.pdf
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を、州は州法制定と治安維持、公衆衛生、教育、農林水産業などを各々の専管事項としている。ま
た、中央と州の共管事項として、経済計画、社会保障、貿易、産業などがあるが、中央と州との間
に相違が生じた場合には、中央の法律が優先する。連邦直轄領は中央政府の直接の支配下にあり、
大統領によって任命される行政官を通じて統治される 8。
(2)

産業の状況について（産業政策等）
インド政府は2007年度からの第11次5ヵ年計画（2007～12年）において年平均経済成長率の目標

を9％と設定し、雇用の拡大と効果的な支援を通じて、より迅速でより幅広い包括的な経済成長を
実現することを目標としている。主な課題としては、農業の再活性化、雇用の拡大、貧困層への基
礎的サービスの提供、製造業の競争力の改善、格差と分断の解消を挙げている。分野別の経済成長
率は、サービス部門で9～11％、工業部門で10～11％、農業部門の4％をめざしている9。
インド経済はインフラ整備が軽微なITやサービス産業を中心に発展してきたが、より力強い経済
成長をめざし、近年では産業インフラの投資を積極的に推進し製造業の発展に力をいれている。こ
れにより電力や上下水道、さらに道路、鉄道、港湾、空港などの物流施設が供給され、労働コスト
を始めとする価格競争力の強化および市場創出が期待されている。第11次5ヵ年計画によるインフ
ラ投資で最も力を入れているのは、電力供給で、インフラ投資の51.2％を占め、電力不足解消を最
優先課題としてあげている。次に鉄道（12.4％）、水道（11.5％）となっている。
表3- 1 第11次5ヵ年計画のインフラ投資
（億ルピー、％）
投資額

シェア

GDP 比

201,621

(100.0)

〈44.4〉

電力

103,160

(51.2)

〈22.7〉

鉄道

25,100

(12.4)

〈5.5〉

水道

23,180

(11.5)

〈5.1〉

空港

13,311

(6.6)

〈2.9〉

道路

12,176

(6.0)

〈2.7〉

電話

12,163

(6.0)

〈2.7〉

港湾

6,897

(3.4)

〈1.5〉

天然ガス

3,934

(2.0)

〈0.9〉

都市開発

1,366

(0.7)

〈0.3〉

インフラ投資総
額

石炭採掘
〈0.1〉
334
(0.2)
（資料）Government of India : Planning Commission 等
（注）GDP 比は、最新の 2007 年 GDP に対する比率。
（社）自治体国際化協会 ｢インドの地方自治｣ 平成 19 年 12 月
http://www.clair.org.sg/j/newsletter/India.pdf
9 Planning Commissions, Government of India, Eleventh Five Year Plan 2007-12
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出典：日本総研 インド経済の展望 Business & Economic Review 2008.6
http://www.jri.co.jp/JRR/2008/06/pdf/sp-indea.pdf
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表 3- 2 インフラ整備の現状と第 11 次 5 ヵ年計画の目標
現状

第 11 次 5 カ年計画の目標

道路/高速道

国道（NH）の総延長は66,590kmで

「黄金の四角形」（GQ）6,500km（6

路

道路全体の2%に過ぎないが、交通輸

車線）、「東西南北回廊」（NS-EW）

送手段の4割を占める。車線の内訳

6,736km（4車線）に加え、4車線道

は、4車線が12%、2車線が50%、単線

路20,000km、2車線道路20,000km、

が38%。

高速道路1,000kmをそれぞれ敷設。

貨物取扱量はメジャーポートが505

メジャーポートで485百万トン、マイ

百万トン、マイナーポートが228百万

ナーポートで345百万トンの貨物取

トン（2007年3月末時点）。港湾施設

扱能力の増強。

港湾

の未整備、鉄道/道路への非効率なア
クセス。
空港

滑走路、ハンドリングキャパシティ、 4カ所の国際空港、及び35カ所の国内
ターミナル建物/関連施設（駐車場）

空港の改修、拡大。北東地域（NER）

の不足。

で3空港その他地域で7空港の新規建
設。

鉄道

システム老朽化、キャパシティ不足、 線路8,132kmを新規敷設、ゲージ変換
低速度（貨物：時速22km、旅客：時

7,148km、22 駅の改修。

速50km）
電力

テレコム/IT

ピーク電力不足：13.8%、エネルギー

78,577MWの発電設備能力の増強。農

不足：9.6%、送配電ロス率：40%、

村部

非競争市場。

の全世帯への電力供給。

老朽化したハードウェア、人材不足。 加入者数6億人を達成（農村部2億人、
ブ
ロードバンド2,000万人、インターネ
ット
4,000 万人）。

（出所）Planning Commission ,Government of India, Eleventh Five Year Plan 2007-12。
出典：JBIC インドの投資環境 2008 年 11 月
また、日系企業の動向としては、日本からのインドへの進出企業数は過去３年間で約３倍となって
おり 2008 年 10 月現在進出企業数は 550 社、838 拠点に上る。デリー･ムンバイ、デリー･コルカタ
間の貨物専用鉄道建設計画（DFC）の推進や、デリー･ムンバイ間産業大動脈(DMIC)構想実現に向け
た日本の協力がインド進出日系企業への後押しとなっているのが分る。
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(3)

環境汚染の現状について

ⅰ．大気汚染
2005 年 に 行 っ た中 央 公害 管 理 局 （CPCB ） の大 気 汚 染 定 期観 測 (Air Quality Monitoring
Progarmme）では、342 地点（26 州の 127 市町と 4 連邦直轄地域）のうち、201 地点で大気浮遊
粒子状物質（SPM）や浮遊粉塵（RSPM)の基準を上回った。デリーのような都市では、発電装置、
小規模工場、バイオマス燃焼、ボイラー、発電所からの排ガス、自動車からの排ガス、堆積物の交
通による再浮遊、住宅や商用利用の燃料消費などが原因と考えられる。
二酸化硫黄（SO2）及び二酸化窒素（NO2）の汚染レベルは減少傾向にある。この理由としては、
2002 年に開始した自動車燃料政策（Auto Fuel Policy） による新規登録車への Bharat Stage-III
emission norm10の適用（2005 年 4 月より）が挙げられる。11 都市（デリー、ムンバイ、コルカタ、
チェンナイ、バンガロール、ハイデラバード、アフメダバード、プネ、スーラト、カンプール、ア
グラ）にて導入されており、2010 年には全ての州において導入を義務づけている。また、デリー、
ムンバイ、コルタカ、チェンナイの都市では 1995 年 4 月から地下鉄が開通し、この地域で登録す
る自動車は触媒コンバーターを搭載することが義務づけられており、排気ガス規制が強化されてい
る。
二酸化硫黄の対策としては、ディーゼル燃料の硫黄量削減や国内で消費される燃料の石炭から
LPG/CNG への転換がある。デリー、ムンバイ等では CNG 燃料の車両が導入され、デリーにおい
ては公共交通である全てのバスにおいて CNG 燃料への切り替えが行われている11。
ⅱ．水質汚染
1995 年、中央公害管理局（CPCB）は 18 の主要な河川に深刻な汚染が広がっていると報告して
いる。中央公害管理局（CPCB）は州と共同で水質汚染の定期観測（Water Quality Monitoring）
を表流水で四半期毎に、地下水で半年毎に 1,019 地点（27 州と 6 連邦直轄地域）を対象に行って
いる。その結果、1995 年から 2006 年の間、有機物とバクテリアの水質汚染が継続して発生してお
り、依然厳しい状況であることを明らかにしている。これは一つには都市部から未処理のまま放流
される生活排水と、生活排水を希釈するほどの十分な水量が河川や湖水にないことによる酸素要求
量の増加とバクテリア汚染の拡大が原因となっている 11。
一方、地下水は枯渇してきており、デリーを含む 19 の州、200 の区域で塩分濃度の上昇、鉄、
フッ素化合物、砒素を含む地下水の汚染が問題となっている。
過去 50 年間にわたる農薬や化学肥料の使用量の急激な増加は表流水や地下水の汚染源となって
いる。農薬の使用は 1948 年の 100 万トン以下から 1990 年には 750 万トンと増加、ヘクタール当
たりの化学肥料の使用量は 1991 年～1992 年には 69.8kg だったが、2006 年～2007 年には 113.3kg
になっている。これらには、WHO において特に有害として扱われており、先進国では禁止または
で厳しく規制されている化学物質も含まれている。Ganga 川では HCH、DDT、endosulfan、methyl
III（EURO III）の基準と同等のもので、措置は EU 指令（98/69/EC）において、自動車の排ガス規制（一酸
化炭素（CO）、炭化水素（HC）、窒素酸化物（NOx）、粒子状物質（PM））が乗用車と 3,500kg 以下の小型商用車
で区分、さらにそれぞれガソリン車とディーゼル車で規制されている。
11 環境森林省(MoEF),
State of Environment Report India 2009 http://envfor.nic.in/
10ユーロ
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malathion、malathion、 dimethoate 及び ethion が国際基準よりも高かった。高濃度の化学肥料
は富栄養化を河川や湖水にもたらしている 11。
ⅲ．廃棄物
a．都市廃棄物
中央公害管理局（CPCB）が、2004～05 年に主要 59 都市（35 大都市と 24 の州都）を対象と
して都市廃棄物の発生量の調査（2001 年の国勢調査による人口数に基づく）を行っており、それ
によると、1 人一日あたりの発生量は約 0.2～0.7kg である12。これを単純にインドの人口（2001
年現在 10 億 2,702 人）で計算すると、年間の発生量は約 7,300 万トン～2 億 5,000 万トンとなる。
2005 年の 1 日に発生する都市廃棄物の量はデリーが最も多く（5,922 トン）
、ムンバイ（5,320 ト
ン）、チェンナイ（3,036 トン）、コルタカ（2,653 トン）と続いている。インドの都市における一
般的な廃棄物組成は、厨芥・草木が 40％を占め、水分が多いため発熱量が少ないのが特徴である。
その他、燃えるごみが 37％、リサイクル可能なものは 8％、不燃物は 15％となっている 11。
インドでの収集状況は、ムンバイとチェンナイでは約 90％の都市廃棄物が回収されているが、
デリーでは 77％に留まっている。発生した廃棄物は、収集後にそのまま埋め立てられることがほ
とんどで、衛生環境は悪く、埋立処分場からのメタンガスの発生が地球温暖化に拍車をかけてい
る。また、人口密集地における埋立処分場不足が問題となっている13。
b．有害・産業廃棄物
2003 年に中央公害管理局（CPCB）等が行った調査によると全国で 2.9 万の工場・事業所から、
約 820 万トンの有害廃棄物が発生していると推測されている。主な発生場所は、ラジャスタン、
マハラシュトラ、グジャラート、アンドラ・プラデシュ等である。
有害廃棄物については、専用の処分場が不足していることが課題である。処理・保管・処分施
設（TSDF）は、各州が最低一カ所整備（土地の確保）することになっているが、2006 年 11 月現
在、アンドラ・プラデシュ、グジャラート、マハラシュトラ等 10 カ所で整備されているのみであ
る14。施設の建設は、排出事業者が行い、環境アセスメントの実施、許可の取得を行うこととなっ
ている。処分場、焼却施設については、現在全国に 3、4 カ所存在するのみである。また、中央公
害管理局（CPCB）は州政府に向けて TSDF 整備に関するガイドラインを整備している。課題と
しては、計画中の TSDF の整備が迅速に進まないことである。最近の傾向としては、セメントキ
ルンにて有害廃棄物を代替燃料として利用する動きが出始めている15。
ⅳ．温暖化対策
インドにおける温室効果ガス（GHG）の排出量は、1990 年時点の CO2 換算で約 10 億トンとな
12

中央公害管理局（CPCB）http://www.cpcb.nic.in/wast/municipalwast/Waste_generation_Composition.pdf
TERI Information Monitor on Environmental Sccience, Soild waste management in Indias: status and future
directions, June 2001 http://www.terienvis.nic.in/times6-1.pdf
14 中央公害管理局（CPCB）http://www.cpcb.nic.in/Hazardous%20Waste/SupremeCourtDirectives.html
15 中央公害管理局（CPCB）Dr. B.Sengupta（Member Secretary）氏へのヒアリングによる（2007 年 9 月 13 日）
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っている。内訳は CO2、CH4（メタン）の発生が多く、発生源としてはエネルギー起源のものが
多くなっている。また、インドは、2004 年時点で日本に次いで世界第５位の CO2 排出国となって
おり、非 OECD 諸国の中では中国、ロシアについで多い排出量である。
そのような中、インドは、1992 年 6 月 10 日に気候変動枠組み条約（FCCC）に調印し、1993
年 11 月 1 日に批准している。
また、京都議定書は、2002 年 8 月 26 日に批准した。非附属書Ⅰ国に属しており、温室効果ガ
スの削減にかかる数値約束は課されていない。また、温室効果ガスは主に先進国の経済活動に起
因するもので、その削減は先進国が行うべきであるとのスタンスをとっている。また、京都議定
書では、国際的に協調して約束を達成する仕組み（京都メカニズム）により、クリーン開発メカ
ニズム（CDM）に関連したプロジェクトが多数実施されている。
2008 年 6 月には、
「気候変動に関する国家行動計画（National Action Plan Addressing Climate
Change）」を発表し、エネルギー効率改善を含む以下の 8 つの重点分野について目標を定め、地
球温暖化問題に取り組むことを挙げている16。
 太陽エネルギー：2020 年までに 20,000MW の太陽光･太陽熱発電
 省エネルギー：2012 年までに 10,000MW の省エネルギー
 持続可能な居住： 住宅及び商業用ビルの省エネ、公共交通機関、廃棄物管理
 水資源： 節水、河川管理
 ヒマラヤの環境保護： 保護及び適用の実践、氷河の監視
 森林緑化： 6 百万 ha の森林緑化
 持続可能な農業： 旱魃への対処、リスク管理、農業研究
 気候変動に係る戦略的知見： 気候変動の影響による脆弱性の評価、研究、観察、データ管理
3． カザフスタンの社会・環境装置産業の動向について
(1)

社会状況について
カザフスタンは旧ソ連諸国の中で最も遅い 1991 年 12 月 16 日に独立を宣言した。ロシア人が人

口に占める割合も高く、90％以上の産業がソ連の直接の直轄下にあったためソビエト連邦崩壊の流
れにあっても最後までソ連邦維持の努力を続けていた国である。現在のカザフスタンは共和制の二
院制（セナード（上院）マジリス（下院））であり、ソ連邦カザフスタン共和国共産党第一書記・
大統領からそのままカザフスタン共和国大統領に就任したヌルスンタル・ナザルバエフ大統領が一
貫した政治・経済改革をすすめ、政情は安定している。同大統領は 2005 年 12 月に圧倒的支持率（得
票率 91％）で３選を果たしている。
行政組織には各省のほかに Agency という名の機関があり、位置づけによって 3 種類に分類され
る。最も高いのは大統領直属の Agency of Strategic Planning (戦略計画庁)であり省庁よりも上の
位置づけである。第 2 位は省庁と同列の Agency、最後は省庁に付属している Agency である。カ
ザフスタンの行政地域区分は 14 の州と 3 つの都市（アルマティ市、アスタナ市（首都）、バイコヌ
インドのエネルギー事情と気候変動, (財)日印協会
http://www.japan-india.com/pdf/forum/36-1.pdf
16吉田剛
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ール市）から構成されている。
カザフスタンの生活水準は向上してきているものの、地域格差の拡大が南部（＋東部）と北部（＋
西部）の間で起こっており、バランスのとれた発展をいかに実現するかが大きな課題となっている。
南部（＋東部）のアルマティ州、ジャンビル州、クジルオルダ州、南カザフスタン州、（西カザフ
スタン州）といった地域は一人当たりの所得が低く、西部のカスピ海沿岸のアティラウ州やマンギ
スタウ州といった石油生産の中心地や、ビジネス・金融・科学・教育・文化の中心地である北部の
アスタナ市は高い水準となっている。
(2)

産業の状況について（産業政策等）
1998 年初頭に発表した｢2030 年までの長期発展戦略｣の中で、石油・天然ガスを中心としたエネ

ルギー資源開発への積極的な外貨導入による国内開発の推進と、運輸・通信をはじめとするインフ
ラ整備を掲げている。その結果、農業生産や資源関連以外の製造業などは著しく衰退し、石油分野
に過度に依存するあまり地域格差の拡大や中小企業育成を含む製造業の育成が遅れているのが現
状である。
これを受けて、2003 年 5 月には「2003～2015 年までの産業技術革新発展戦略」が採択され、優
先的課題として製造業の育成を通じた経済の多角化を挙げ、石油・天然ガス資源開発への過度な依
存からの脱却を試みている,17。
カザフスタン投資基金は優先的投資分野として石油・天然ガス採掘分野および採鉱分野の他に、
以下の分野を挙げている18。カザフスタン投資基金は2003年3月に政府の「2003～2015年までの産
業技術革新発展戦略」の中で政府決定第501号によって設立され、政府系ファンド国家福利基金
（Samruk-Kazyna）が持ち株100％となっている

19。

【優先的投資分野】
 ガスおよび電力を始めとするエネルギー資源関連製品の生産分野。建築資材、ガラス製品全般、
セラミック製品、化学製品および石油化学製品、ガスタービン発電所の電力発電など。
 農業。汚染されていない自然な環境で育てられた農産物の生産。南部における高品質の果実・野
菜の生産。トマトの栽培・加工、果汁・濃縮果汁の生産などの他にも、畜産業の発展も有望で
ある。
 新規金属加工業。特に、形鋼の需要が急速に伸びておりその価格上昇も著しいため、形鋼圧延の
生産拡大が求められている。その他、金属構造物やパイプの生産、縦シーム鋼管の生産など。

17外務省

政府開発援助ODA 国別データブック2008

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/kuni/08_databook/pdfs/03-02.pdf
18

JETRO カザフスタン共和国における外国投資

2006年6月

http://www.jetro.go.jp/jfile/report/05001295/05001295_001_BUP_0.pdf
19 Investmetnn Fund of Kazakhstan ホームページ
http://www.ifk.kz/?uid=6B1DF9A8-C29A-EB54-2739730F8723FE70&docid=39
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 ガラス生産、冶金、石油化学工業、化学工業で使用されるソーダ灰の生産、個人衛生品、化粧品、
洗浄剤の生産など。
また、国の政策として産業貿易省の構想では、コルゴス(Khorgos)、アクタウ(Aktau)、タスカラ
(Taskala)の 3 角形を描く 3 拠点の物流センター構想があり、経済特区と併設する計画である。
マンギスタウ州政府はアクタウ経済特区の｢Morport-Aktau｣構想を始めとして、アクタウ港の拡
張・関連港湾の開発、道路・鉄道ネットワークの整備、エネルギー産業の開発、アクタウ国際空港
のリハビリなど新たな経済戦略を打ち出している。
アクタウ経済特区はアクタウ港に隣接するアクタウ市の産業開発地区に計画され、4 つのサブゾ
ーンで構成されており、その一部には既に企業が参入している。
経済特区における優遇措置としては、法人税率、土地・財産率、輸入品への関税、付加価値税は
ゼロとなっており、審査基準に合格した企業には土地の提供と無税特権が与えられる。
誘致業種としては化学製造業、金属製品製造業、ゴム・化学樹脂製造業、冶金製品、自動車及び
機械製造業、非鉄金属製品製造業の各業種が見込まれている。
一方で、ガザフスタンは持続可能な開発基金は経済の多角化や競争力を育成する分野を重視する
あまり、環境プロジェクトや持続可能な発展と環境を結びつけた横断的なプロジェクトの予算には
消極的なのが現状である。2006 年、環境投資への大部分（87％）が企業（その内の 7.5％が外国か
らの援助）であり、そのうちのわずか 5.5％が国の予算であった。
(3)

環境汚染の現状について

ⅰ．大気汚染
主な大気汚染源は都市における自動車の排気ガスと工場（冶金工業、石油精製、化学工業、火力
発電所、給熱発電プラント等）からの排気ガスである。有鉛及び粗悪なガソリンにより自動車の排
気ガスに鉛、一酸化炭素、スモッグが多く含まれ、大気汚染の原因となっている。また、工場は質
の悪い石炭をエネルギー源として使用し、排気ガス処理には脱硫設備が設置されておらず、電気集
塵機も効率が悪いため、これらも大気汚染の原因となっている。
ⅱ．水質汚染
カザフスタンの河川の水質が最も悪いのはウラル川とイルティシュ川流域である。これらの川は
化学、石油精製、機械製造、非鉄金属工場からの排水が流れている。
ヌラ川とシルバイ-ヌラ川（Sherubai-Nura）は水銀汚染がひどく、2番目の汚染レベルとされて
いる。アスタナのすぐ近くを流れるヌラ川は、旧ソ連時代に操業していた化学工場から排出されて
いた水銀が蓄積しており、飲料水には不向きである。
ウラル川、イルティシュ川、シルダリア川及び他の川は上流の国によってすでに汚染されている
のが現状である。化学、石油精製、機械製造、非鉄金属工場の排水だけでなく、都市部の建設工事、
畜産施設、農業灌漑、石油燃料施設や様々な固形・液体廃棄物の保管施設などが汚染の原因となっ
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ている。
カザフスタンでは 700 箇所以上の地下水源が汚染されている。特に、アルマティ州、カラガンダ
州、東カザフスタン州で地下水汚染が発見されている。殆どは塩分濃度が高く、硬度が増加し、硫
酸塩や塩化物が最大許容濃度（MPC）より上回っている。更に、窒素化合物（75 箇所）
、油分（49
箇所）、重金属（59 箇所）
、フェノール（41 箇所）
、有機系化合物（9 箇所）が汚染物質として存在
している20。
ⅲ．廃棄物
都市廃棄物は年々増加傾向にあり、97%の都市廃棄物は十分な管理も行われず投棄され、地下水
汚染などが懸念される。
産業廃棄物も増加傾向にあり、その大半は埋め立て処分されている。1996年初めまでに200億ト
ン以上の産業廃棄物が埋立てられた。1995年に発生した7,200万トンの産業廃棄物のうち、240万ト
ン（3%）は再利用、70万トン（1%）が無害化、6,770万トン（94％）が埋立処分され、ゼズカズ
ガン州（現カラガンダ州：29.9％）、東カザフスタン州（25.7％）、コスタネイ州（17％）及びパ
ブロダル州（ 14.6％）に蓄積されている。有害廃棄物としてはアクチュビンスク州の六価クロム、
ジャンビル州のフッ素とリン、東カザフスタン州における重金属塩等が上げられており、また、ウ
ランの保管について安全上の問題が指摘されている。2006年には98万トンの有害廃棄物（全体の
0.042％）がロシアへ輸出された。
カザフスタンの大油田地帯である北カスピ海周辺地域は、原油には硫黄分が多く含まれ、天然ガ
スには硫化水素含有率が高いことが特徴である。原油や天然ガスの精製の副産物である硫黄の処理
が問題となっており、現在、テンギス油田から発生した約1,000万トンの硫黄が野積みされている
ため、その飛散による周辺住民の健康被害が指摘されている。
ⅳ．温暖化対策
公表されている中で目立った温暖化対策は見られない。エネルギー分野では、カザフスタンのエ
ネルギー資源は 51%を石炭に頼っており、25％がガス、23％が重油となっている。新エネルギー
（水力発電所を除く）は支援立法、戦略、インセンティブなどの欠如により、ほとんど導入までに
至っていない。また、旧式の発電設備等の効率の低さも、課題となっている。
しかし、2009 年 6 月 19 日に京都議定書を締結したことにより、今後はクリーン開発メカニズム
（CDM）案件形成に期待がかかる。
4． ロシアの社会・環境装置産業の動向について
(1)

社会状況について
ソビエト連邦の崩壊により、1992 年にロシア連邦が建国された。その後、大統領への権力集中

にもとづく非社会主義国家へと急速な体制転換が進んだ。2000 年以降、プーチン前大統領は｢強い
Environment and Development Nexus in Kazakhstan, a series of UNDP publication in Kazakhstan
#UNDPKAZ06, 2004
20
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国家｣の建設を掲げ、議会と地方勢力の掌握（大統領による連邦構成主体の首長の事実上の任免等）、
反政権である新興財閥の解体、マスコミ統制等を行っていった。
2008 年に就任したメドヴェージェフ大統領はプーチン路線を継承。自由と法の尊重、汚職対策、
マスコミの自由、人口減少問題の解決、経済効率の向上、イノベーション型の経済発展、経済自由
化、国民生活の向上を重視する方針を示し、４つの｢I｣（制度、インフラ、イノベーション、投資）
を提唱している。
ロシアの地方自治制度における行政単位は、共和国、地方、州、自治州、自治管区と呼ばれる連
邦構成体を基本とする。ロシア人以外の民族集団（エスニック）単位として「共和国」、
「自治州」、
「自治管区」があり、それ以外のロシア人が絶対多数を占める地域は「州」に分類、辺境に位置し
ロシア人が絶対多数ながらも他民族が入り混じる地域を「地方」と分類している。2005 年からロ
シア連邦構成体合併の動きが始まり、2008 年 3 月 1 日のチタ州とアガ・ブリャート自治管区の合
併を最後に現在は 83 連邦構成体となっており、内訳は共和国 21、自治州 1、自治管区 4、地方 9、
州 46、２大都市のモスクワとサンクトペテルブルグは州から独立した連邦直属の市となっている
21,22。

2000 年 5 月、中央集権体制強化を目指しロシア全土に７つの連邦管区が設置された。この連邦
管区は、国家権力の地方に対する統制、監視を強める国家行政構造の再編により創設されたもので、
①大統領の憲法上の全権限を確実に実行させる、②連邦の国家権力機関の活動の効率化を図る、③
国家権力の決定遂行に対する統制を強化する、という目的がある。現在では、地域格差が著しくな
っており、失業率でいうと、中央、特にモスクワ市では 1.6%、サンクトペテルブルグ市では 2.7%
に対し、南連邦管轄区（以下、南）では、失業率は 15.4%にも上る。
(2)

産業の状況について（産業政策等）
産業政策としてエネルギー分野の政策が目立っている。2003 年 8 月、エネルギー省が作成した

「2020 年までのロシア・エネルギー戦略」がロシア政府によって承認され、①エネルギー資源の
完全かつ確実な供給、②省エネルギー、③エネルギー部門の利用効率改善と財政的な安定化、④新
技術の導入が優先事項とされた。具体的には、エネルギー輸送のための港湾ターミナルの建設･高
度化、天然ガス主流の電力用燃料の石炭、原子力、再生可能エネルギーへの転換促進の検討などが
含まれている。

環日本海経済交流センター ロシア地方情勢とシベリア極東開発 2007 年夏～秋
http://www.near21.jp/kan/center/publication/journal/77/shiratori.pdf
22 ニジェガローツキー・ドヴォール
ロシア地理雑学人口データサイト ロシアの地方行政｢単位｣と｢都市｣とは
年 3 月 1 日現在 http://www.dvor.jp/city.htm
21
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2008

出典：JOGMEC ロシアの石油・天然ガス生産の今後の見通し 2008 年 2 月 19 日
http://oilgas-info.jogmec.go.jp/report_pdf.pl?pdf=2008_02_motomura_russia.pdf&id=1921

図 5- 1 東シベリア石油・ガスパイプライン計画

一方、2007 年には極東地域の開発を促進するために、連邦計画として「2013 年までの極東・ザ
バイカル開発計画」及びその部分計画として 2012 年ウラジオストク APEC 開催準備に「アジア太
平洋地域の国際協力センター・ウラジオストク市の発展」が閣議決定されている。「極東・ザバイ
カル開発計画」の予算に 5,660 憶ルーブル（約 2 兆 6,000 万円）が充てられ、そのうちの 26％に
当る 1,475 億ルーブル（6,900 億円）がウラジオストク計画に充てられる。予算の内訳をみると、
運輸に 58％、エネルギー部門に 28％、土木インフラ・社会領域・水資源・通信に 14％となってお
り、輸送インフラ開発が主体の事業である一方、電力供給確保のための対策であるエネルギー部門
が 1/4 を占めている。
また、資源産業とは別の産業を育成するため、2005 年 7 月 22 日付け連邦法｢ロシア連邦におけ
る特別経済区について｣に基づき、国内産業の育成・発展や地方開発のために特別経済区の制度が
導入された。特区には工業生産特区、技術導入特区、観光・レクリエーション特区、港湾特区の 4
種類がある23。これまでに「技術導入特区」が 4 箇所、「工業生産特区」が、2 箇所、及び「観光・
レクリエーション特区」が 7 箇所指定されている。
税制及び関税の優遇措置としては、統一社会税の減税措置（税率 14％）、繰越欠損金の制限（30％
まで）の不適用があり、資産税・土地税、輸送税、法人税が５年間減税、輸入関税・付加価値税が
免除される。また、特区においては電力、ガス、水道、電話、鉄道、道路、オフィス建設といった
基礎的な産業基盤の整備が連邦及び地方の公的資金を投入して集中的に実施される予定である。
ただし、経済特区では地下資源の採掘及び金属製造、それらの加工、物品税対象商品の製造（乗
用車及びオートバイを除く）の禁止、存続期間は 20 年間で延長（港湾特区は 49 年）は不可、工業
23

JETRO「ロシア 外資に対する奨励」

http://www.jetro.go.jp/world/russia_cis/ru/invest_03/?print=1
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生産特区の入居者は 1,000 万ユーロ相当以上の投資（最初の 1 年で 100 万ユーロ相当以上）等の条
件がある。
2006 年までに選出された「技術導入特区」と「工業生産特区」を以下に示す。もともと経済特
区は東シベリアや極東のような経済発展が立ち遅れている地域のために創設されたが、結果的には
最東端の特区は西シベリアのトムスクで、東シベリア・極東はゼロであった24。
表 5- 1 ロシアにおける特別経済区（観光・レクリエーション特区を除く）
（2006 年 2 月現在）
種類
技術導入
特別経済
区
工業生産
特別経済
区

所在地

想定されている事業分野

サンクトペテルブルグ市

IT、計測・分析機器

モスクワ市ゼレノグラード区

マイクロエレクトロニクス

モスクワ州ドゥブナ市

核技術・物理学、プログラミング

トムスク州トムスク市

新素材、核技術、ナノテク、バイオ

リペツク州グリャジ地区

家電生産、家具生産

タタールスタン共和国エラブーガ地区

自動車部品、石油化学分野の高度技術製
品

出典：ロシア東欧貿易調査月報 2006 年 3 月号
www.geocities.jp/hmichitaka/g200603.pdf
(3)

環境汚染の現状について

ⅰ．大気汚染
水文気象・モニタリング連邦庁が実施している定期調査によると、1991～1999 年の期間にロシア
の諸都市における大気汚染の減少傾向が見られたにも関わらず、1999～2003 年の期間に大気の汚染
レベルが再び上昇した。ロシア全土で 2003 年の固定排出源と移動排出源からの汚染物質（揮発性有
機化合物、炭化水素類、炭素酸化物、窒素酸化物など）の排出総量は、3,530 万 t で、2002 年より約
70 万ｔ増加している（図 5-2 参照）。
ロシアの多くの都市において、大気汚染の発生源は製造業や交通機関の排ガスによるものである。
大気中への汚染物質の排出量全体において交通部門が占める割合は、
全国平均で 35～40％であるが、
大都市ではその値は 80～90％に達する。自動車による大気汚染は、内燃機関（ICE）の不完全燃焼に
よるもので、一酸化炭素（CO）、窒素酸化物（NOx）、炭化水素類（CnHm）の排出源として、汚染
物質排出量増加の大きな要因となっている25。

24

ロシア東欧貿易調査月報 2006 年 3 月号

www.geocities.jp/hmichitaka/g200603.pdf
25 （社）ロシア東欧貿易会

ロシア連邦における排気ガスの法的規則

http://www.rotobo.or.jp/publication/RTNL/2005No.1.pdf
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ロシア技術ニュースレター

2005 年 9 月

図 5- 2 ロシアにおける大気汚染排出源と汚染物質排出量
また、日本海沿岸部では、６都市（ウラジオストク、ウスリースク、アルチョム、ダリネゴルス
ク、ルドナヤプリスタニ、ナホトカ）でモニタリング調査が行われている。各地域とも汚染は深刻
で、ルドナヤプリスタニ、ダリネゴルスク、ウラジオストクなどは、重金属、中でも非鉄製錬工場
などから放出される鉛汚染がかなり深刻化している。ロシア極東地域は、大気中への有害物質（NOx、
Sox, PM）の排出が 1995 年時点で減少傾向にあるが、これは工業生産の落込みに起因するもので
ある。今後エネルギー基地として生産活動が活発化すれば、大気汚染の拡大も予想される26。
ⅱ． 水質汚染
工業化や農業開発が進む一方、排水設備については、今も最新の浄化システムをもたず、老朽化
したシステムのまま生産活動が続けられていることから、各地で水質の汚染が顕在化してきている。
さらに、地下資源の開発に伴う鉛、銅、亜鉛、カドミウムなどの鉱物成分などの河川、海への流入
は、単に水質環境の悪化というだけでなく、生態系に与える影響としても認識されはじめてきてい
る。すでに、ウラジオストク近郊をはじめとする一部の水域では海洋生物への汚染物質の蓄積がい
たるところで確認されるようになっており、海洋の汚染は深刻な事態を迎えている。
各河川の水質環境については調査データが少なく、また、分析値の変動も大きいため、簡単にそ
の傾向を読みとることは困難だが、沿海地方南部の Razdolnaya 川やサハリン州中西部の Bolshaya
Aleksandrovka 川などで汚染が進んでいるようである。
また、ロシア極東地域では、下水は十分な処理がなされないまま放流されているのが現状で、ウ

26

（財）環日本海環境協力センター 北東アジア環境広場「ロシアの環境概況及び環境行政」
http://www.npec.or.jp/northeast_asia/environmental/page04.html
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ラジオストク市近郊の海水浴場などでは水質の汚染が問題となっており、浄化能力の向上が急務と
されている。
ⅲ．廃棄物
1997 年の産業廃棄物のうち、危険廃棄物は 894 万ｔで 391 万ｔは排出者である企業などが再利用
や処理をしている。都市廃棄物は年に約 5,000 万ｔ発生し、その 97％が埋め立てられている27。モス
クワでは人口の多さから廃棄物も多いが、焼却場建設に対して住民が反対している。沿海地方や他の
極東の地域では、ゴミ処理を行う企業は十分発展しておらず、廃棄物処理事業のための産業インフラ
も整備されていない。
例えばウラジオストクには廃棄物処理場がありフル稼働しているが、市内で出るゴミの 3 分の１し
か処理することができない。残りは集積場に捨てられる。この処理場では大型廃棄物・可燃性物質・
危険廃棄物は受け入れていない28。
ⅳ．温暖化対策
ロシアは、アメリカに次ぐ世界第 2 位の温暖化ガス排出国である。しかし、経済的発展が第一優先
とされていることにより、十分な規制が整っているとは言いがたい状況にある。
旧ソ連時代の 1986 年に批准したモントリオール議定書に基づき 1995 年末までにオゾン層破壊物
質の生産全廃を約束していたものの、ソ連崩壊後の経済的混乱を理由に全廃計画は大幅に遅れ、世界
銀行、日本・欧米諸国 10 ヵ国からオゾン生産企業への資金援助により 2002 年 5 月に CFCs 及びハ
ロンガス生産がやっと全廃されるに至った。そして、現在では、CFCs の代替として HCFCs の生産
が続けられることで、極めて高い温暖化係数を有する副産物 HFC23 を生み出しているが、HCFC22
の排出を規制する法律も、HFC23 ガスをを回収・破壊する環境対策も、同国には存在していない29。
一方、再生可能エネルギーの利用は全発電量の 1％も満たない状況である。電力供給は火力が中心で、
火力発電における約 70％を天然ガスで占めている。ロシアではエネルギー政策は特に重視されている
が、再生可能エネルギーに関する政策は、エネルギー政策全体の中で占める割合がそれほど高いとは
いいがたく、この分野での法整備も進んでいないのが現状である30。
5． サウジアラビアの社会・環境装置産業の動向について
(1)

社会状況について

20 世紀初頭、中央部ナジト地方に興ったイスラム純化運動（ワッハービズム）のもとにサワード家

世界の環境問題 第 4 巻 ロシアと旧ソ連諸国 2009 年
月刊『ロシア通信』2009 年 6 月号 http://www.jsn.co.jp/monthly/sample_monthly.pdf
29 住友商事株式会社「平成 17 年度温暖化対策クリーン開発メカニズム事業調査：ロシア・冷却ガス製造工場排出代替フ
ロンの回収、破壊による JI 事業化調査 報告書」
http://gec.jp/gec/gec.nsf/cc0545bc7408f27649256b47001a7489/546cbcd3aca2fcf1492571cd002cb91e/$FILE/%E4%BD
%8F%E5%95%86_%E6%A6%82%E8%A6%81%E7%89%88.pdf
27川名英之
28

30

溝口修平

ロシアにおける再生可能エネルギーをめぐる政策動向と利用の現状

http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/legis/225/022507.pdf
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外国の立法(2005年8月）

のアブドルアジーズが国土統一を果たし現王国が樹立された。この王国成立の歴史から、イスラム教
を国是とする政教一体の王制政治がとられている。初代国王以降、その男子（公称 36 人）が兄から
弟へと継承しており、現在のアブドッラー国王は６代目となる。
国政の運営は国王を頂点とするサワード王族が主体となり、内閣や諮問評議会が政策決定に関与す
る構造となっている。全国は 13 の州に分れ、知事（アミール）は直轄州内において国王・政府を代
表し、治安・警察権を行使するほか、行政の総合調整に関して強力な権限を有する。現在、13 の全知
事職は全て王族が占めており、そのうち初代国王の息子が２知事、孫が 10 知事である。
莫大な石油収入を背景として、国民に対する社会福祉が充実しており、公共の医療施設の医療費と
学校の教育費は無料のままであり、電気や水などの公共サービス料金も政府の補助金制度によって低
くおさえられている。
サウジアラビアは外国人労働者に依存していることも特徴である。労働人口に占める割合は 2001
年時点で全体の 50％に達している。多くの国民は職を得ることが困難となり失業の状態に追い込まれ
ている。そのため、自国人化政策を採用し、ある特定の経済活動や職業を国民に限定し、雇用確保に
取り組んでいる。
(2)

産業の状況について（産業政策等）

サウジアラビアは石油関連産業の開発を重視した結果、その他の製造・加工産業が十分に発展して
いないのが現状である。このため、石油依存型経済からの脱却を目指して経済改革に積極的に取り組
み、第 7 次 5 ヵ年計画（2000～2005 年）では、総合投資院設立（2000 年 4 月）、新外国投資法発効
（2000 年 6 月）等、外資の導入を行っている31。第 8 次 5 ヵ年計画（2005 年～2009 年）では GDP
成長率を 4.6％とし、7,149 億リアル（約 21 兆円：2004 年）から 8,952 億リアル（約 27 兆円：2009
年）へ増加させることを目標としており、人材、インフラ、行政制度の改善、技術開発、地域格差の
改善、観光産業の発展、情報基盤社会への移行、女性の参加拡大を重点分野としている。
サウジアラビア政府は現在、産業の多様化、新規雇用の創出、民間部門の育成などを通じた経済成
長 促 進 を 目 的 と し た 「 国 家 産 業 ク ラ ス タ ー 育 成 プ ロ グ ラ ム （ National Industrial Cluster
Development Program）」
（2006～2011 年）を推し進めている。今後の多角化すべき産業分野は次の
5 つの分野となる32。
① 自動車産業
② 金属加工産業
③ 建設資材産業
④ 家電産業
⑤ その他
サウジアラビア国家産業クラスター開発計画庁長官によると、外資誘致を軸に 2013 年までに産業
31

経済産業省 対外経済政策総合サイト
http://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/africa/saudi/index.html
32 （財）中東協力センター
第 32 回中東協力現地会議資料 ビジネスレポート
http://www.jccme.or.jp/japanese/08/pdf/08-07-12-12.pdf
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の種をまくプロジェクトを進め、その後 2020 年にかけ周辺国への輸出を視野に拡充させる 2 段構え
で対応する方針で、2007 年に日本政府と交わした産業協力に関する合意が政策全体の核となる33。こ
の合意の中で、経済、投資、航空、環境、文化、教育・科学、青年・スポーツ分野における協力の強
化・拡大の重要性、及び地球温暖化への対処としてクリーン開発メカニズム（CDM）事業促進のた
めの両国における民間部門の役割の重要性を確認している。
また、
「独立水・電力プロジェクト（Independent Water and Power Project : IWPP）」や、基幹鉄
道 の 増 設 工 事 （ サ ウ ジ ・ ラ ン ド ブ リ ッ ジ （ Saudi Landbridge ） と マ ッ カ ・ マ デ ィ ー ナ 鉄 道
（Makkah-Madinah Rail Link））をはじめとする民活によるインフラ整備に力を入れてきている。
サウジアラビア政府の産業育成方針としては、サウジアラビア政府は工業化を促進するため、アラ
ビア湾に面したジュベイルと紅海湾に位置するヤンブーの両地域を工業都市として開発することを
決定し、1975 年 9 月に「ジュベイル王立委員会（Royal Commission for Jubail and Yanbu）」を設
立した。現在、この工業都市には輸出用製油所や石油化学プラント、NGL プラント、発電所、海水
淡水化プラント、港湾施設が立ち並んでいる。また、ジュベイル工業都市の拡張計画が進められてお
り、19 の石油・ガス資源を利用した基幹産業の他、二次産業、補助産業も進出する予定である。建設
計画は４段階に分かれており、第 1 期計画は 2008 年までに完了し、2022 年までに全計画が終了する
見込みである。
他に 14 の工業団地があり、2001 年 11 月に設立された「サウジ工業団地・技術地域機構（Saudi
Organization for Industrial Estates & Technology Zones）
」がこの工業団地の開発戦略の立案実施や
関係規則・手続きの制定などを行っている。この工業団地はインフラ（電力、水道、下水、通信など）
が既に整備されており、広大なスペース（9,277 ヘクタール）、安価かつ充実した電力供給、低金利融
資の実施などの利点がある。
(3)

環境汚染の現状について

ⅰ．大気汚染
アラブ地域諸国の移動手段は自家用車輸送への依存度が高く、それは自動車所有率の急上昇という
事実に表れている。輸送部門は、アラブ諸国におけるCO2総排出量の約90％を占めている34。
リヤド地域における大気汚染問題は、主として近傍の精油所や火力発電所、輸送部門が原因である。
二酸化硫黄は、石油精製過程で排出される主要な汚染物質である35。
ⅱ．水質汚染
サウジアラビアは水資源に乏しく、水の供給は約 40％が海水淡水化によるもので、のこりの殆どが
深層地下水（化石水）に依存している。人口の増加、産業の発展に伴い、水脈の枯渇・塩分濃度の上

33
34
35

日本経済新聞 「サウジ 車・家電の育成重視」2009 年 8 月 5 日付け記事
（社）日本産業機械工業会 アラブ諸国の環境問題の現状(その１) http://www.jsim.or.jp/kaigai/0902/002.pdf
（社）日本産業機械工業会 アラブ諸国の環境問題の現状（その２）http://www.jsim.or.jp/kaigai/0903/002.pdf
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昇が大きな問題となってきている。一方、海淡施設はコストがかかり、海岸部にある海淡施設から内
陸部（首都のリヤドなど）への輸送費用も負担となってきている36。
GCC（湾岸協力会議）諸国においては排水処理に対する取組は淡水化処理への取組ほどに進んでい
ない。サウジアラビアのジェッダにある下水湖が代表的な例で、汚水の処理能力不足（下水道普及率
20〜 25％）に起因し、長年にわたってタンクローリーで生活排水や工業排水が投棄され続け、今や水
深15m、4,000万m3の下水を満々と蓄える広大な湖が出来上がってしまっている。
ⅲ．廃棄物
GCC 諸国（湾岸協力会議：Gulf Cooperation Council）では一般的に固形廃棄物の収集システムは
十分に開発、検討されているが、適切な処理が行われていないのが現状である。リサイクル事業は限
られており、現在は紙類と金属の再利用が行われている。サウジアラビアの 2003 年の都市廃棄物の
発生量は一日一人当たり 1.25kg、年間 1,028 万トンと推定されている。GCC 諸国は外国人の国籍別
人口構成に毎年変化が生じており、廃棄物組成も多様化している。その結果、市や町では量のみなら
ず、廃棄物の中身についても適切に処理できる廃棄物管理システムの確立が必要となっている。
近年、GCC 諸国におけるインフラ整備、建造物の建設・解体に伴う建設廃棄物の増加により、一層
のリサイクル事業が必要となっている37。
ⅳ．温暖化対策
電力のほぼ 100％が相対的に安価な燃料である火力発電所に依存している。そのため、長年にわた
り電力は浪費され、その効率的あるいは合理的使用方法などについては、ほとんど関心が払われてい
なかった。人口の増加、経済開発により、家庭や商工業分野による電力消費の伸びは続いており、持
続可能な電力設備の増強と電力産業の規模拡大の必要性が増している。そのため、省エネルギーは新
規の電力投資の急増の緩和、削減を目的として注目されている。

国際耕種（株） 「PEC の大規模緑化比較実証事業について」http://www.koushu.co.jp/AAI%20HP-J/News26-3-J.pdf
ガルフ・リサーチ・センター
中東協力センターニュース 2008 年 4 月 5 日 GCC 諸国の環境問題
http://www.jccme.or.jp/japanese/11/pdf/11-01/11-01-30.pdf
36

37ムハンマド・アブドルラウフ・アブドルハミド
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6． 現地調査により得られた環境保全技術へのニーズについて
サウジアラビア、ロシア、カザフスタンについて現地調査を行い、環境政策の動向と環境汚染の実態
から、求められる環境保全技術について検討を行った。有望と思われる分野、装置は下記の通り。

対象国
分野
廃棄物処理

サウジアラビア

ロシア

カザフスタン

ごみ減量は、主にリサイクルによる手

モスクワ市では全量焼却を目指して

旧ソ連時代に埋め立てられ

法がとられていることから、リサイクル

おり、すでに焼却場を 6 施設建設する

ている廃棄物の無害化（総

技術の提案をしていきたい。また、電

予定がある。また、既存の設備（4 施

量 220 億トン、重金属、放射

化製品等の破砕、選別に関する装置

設）についても営業年数が満期を迎

性物質が深刻な課題）。

についても将来的に必要となると考え

えつつあるとのことで、更新される計

有害廃棄物の処理装置の

られる。装置としては、以下のものが

画があり、全ての施設に最新の技術

提供（現在はドイツ等まで運

あげられる。

を導入する方針とのこと。以下の装置

んで処理している。）

－プラスチック材質選別装置

が有望と考えれる。

また、現状では都市廃棄

－古紙選別、PET ボトル選別装置

－ごみのプレス機

物、産業廃棄物はすべてオ

－破砕機、粉砕機

－高効率発電（発電機効率改善、蒸

ープンダンピングで埋立され

－シュレッダーダストの選別装置

気の高温高圧化など）

ている。埋立地の造成につ

－圧縮、梱包装置

－排ガス高度処理技術（触媒脱硝、

いても適切な施工が必要で

－アルミまたは重金属材質選別装置

湿式洗煙など

ある。将来的には、家電のリ

－黒色樹脂選別装置

－排ガスセンサー

サイクル等も必要になってく

－非鉄金属回収選別装置

－灰処理方法または再利用方法の

る。

－銅、真鍮、基板選別装置 等

高度化
－排水処理技術（イオン交換塔など）
－灰溶融技術 等

水処理

下水処理については、現状は下水湖

高度処理に強い関心をもたれており、

ソ連時代（１９６０年代）の上

での自然蒸発がほとんである。サウ

膜処理を積極的に採用したいとの意

下水道の老朽化が著しく、

ジアラビアでは、水は貴重な資源であ

向であった。特に大規模での膜処理

設備および管路の更新と地

るため、これらの下水を再生水として

技 術に 関す る情 報が 求められ て い

方の上下水道のインフラ整

利用する価値は高い。そこで、日本の

た。また、下水管や、ポンプ設備につ

備が求められている。地域

下水の高度処理技術等については有

いても、管路設計および動力の省エ

格 差 も 著 し く、 農 村部 で は

望な技術となる可能性がある。装置と

ネ化が図れるようなものがあれば、ぜ

50ℓ/日の水供給となってお

しては、以下のものがあげられる。

ひ採用したいとのことであった。具体

り、インフラの整備が求めら

－高度処理システム

的な装置としては以下のものがあげ

れている。製錬所等での排

－担体流動ろ過

られる。

水処理も課題となっている。

－膜式ろ過

－担体流動ろ過

（現状では、プールに保管し

－膜式活性汚泥

－膜式ろ過

て流出しないようにしてい
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－繊維ろ過

－膜式活性汚泥

る）

－高効率汚泥脱水

－繊維ろ過

また、地下水の一部が水銀

－汚泥濃縮

－高効率汚泥脱水

に汚染されており、これらの

－バイオガス関連システム

－バイオガス関連システム

対策が必要である。

－海水淡水化システム

－高効率ポンプ（マンホールポンプシ
ステム等）
－管路（施工システムを含めて）

排ガス処理

サハリン近辺での石油、天然ガスの

石油、天然ガス精製所、製

採掘、精製所での排ガスの対策が必

錬所、発電所等からの排ガ

要。

ス対策が必要。

Ⅲ．本調査のまとめ
本調査により、対象国の情報として社会状況、産業の現状、環境汚染の現状および環境産業を取り巻
く状況、環境技術の潜在需要が見込まれる領域等についてデータベースを作成することができた。また、
サウジアラビア、ロシア、カザフスタンについては現地調査により、環境政策および環境インフラ等の
現状と今後の展望について詳細な情報を入手できた。現地調査で得られた情報では、文献やヒアリング
等によって入手していた情報とは異なった側面が窺え、廃棄物処理、水処理、排ガス処理の現状を把握
することができた。
今後取り組むべき事項としては、①ブラジル、インドについても現地調査を行い、環境政策の動向と
環境インフラの実態を調査し、求められている環境保全技術を把握することと、②新興国へ進出してい
る欧米等の企業および日系企業の動向を調査し、新興国へビジネス展開する際の考慮事項の整理を行う
ことである。新興国の環境保全技術のニーズとビジネスを展開する際の考慮事項をもとに、我が国環境
装置産業が新興国へ技術協力を行う手法を策定し、合わせて政策提言を行っていく。
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