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中国武漢市のエネルギー消費と大気品質問題

鄧南聖・呉峰・張長波・王蕾〈武漢大学〉

・ 中国の経済成長に伴って、石炭の消費量は確かに増加したが、武漢市の大気の状況を例にとれば、

国家としても一連の措置を取っているので、経済成長と同じ速さで汚染が進行しているというわ

けでは必ずしもない。

・  武漢市は中国の中部地域に位置し、交通の要衝でもあり、政治や文化、経済、教育などの中心の

１つでもある。同時に古くからの工業地帯で、中華人民共和国成立後は、第１次、第２次、第３

次と５ヵ年計画が実施されており、武漢市は国家の経済政策の重点に挙げられている。2002年の

市内 GNPは1500億元前後になり、１人当たりでは１万9000元ほどになった。この経済発展を支

えてきたエネルギーは石炭である。電力や石油などのエネルギーは10数パーセントに過ぎない。

・ 経済の発展が武漢市の大気に及ぼした影響を、浮遊粒子、二酸化硫黄、窒素酸化物の３つの指標

で考察してみる。98年と99年に浮遊粒子の総量が規定量を超え始めた。１立方メートル当たり

0.25ミリグラムが２級標準で、その規定をこの時期にオーバーし始めた。二酸化硫黄はまだ規定

を超えていなかったが、窒素酸化物は規定を超えていた。その主要な排出源は輸送業界と自家用

車であった。

・ 武漢市がとった措置の第１はエネルギー消費構造の調整と改善である。この時期から石油や天然

ガス、電気の利用が増えた。ガス化率は2001年には83％に達した。また、原炭を２次エネルギー

に加工する際に、98年から高硫黄炭の使用が規制された。第２は工業汚染に対する重点処理で、

汚染状態が特に深刻な業種に対して、先進的な工法を取り入れ、クリーンな生産を行うように指

導した。第３は工業構造の調整で、汚染が深刻だった企業が政府の助成政策によって、次第に

IT産業や光ファイバー通信などの企業に取って代わられた。いま建設中の工業局では、利用効

率を高めるために集中式暖房システムを採用している。第４は省エネの推進で、第５は自動車の

排気ガス対策である。第６は「二酸化硫黄、窒素酸化物」の規制エリアに関する政策の実施であ

る。98年以降、中国では、二酸化硫黄と窒素酸化物による汚染を規制する「ダブル規制エリア」

を設けた。武漢市では99年に実施している。

・ この計画が実行されてから、市内で暖房供給用の大型ボイラーが禁止された。これらの有効な措

置を取ったことで、武漢市全体の大気状態は徐々に好転してきた。ただし武漢の鉄鋼所がある工

業地区では、浮遊粒子はまだ国家標準のレベル２を超過している。二酸化硫黄も同様の状況であ

る。

・ 国家環境保護局が全国47ヵ所の重点都市の大気状態の調査を行った結果によると、武漢市は汚

染指数が低減している都市に入る。エネルギー構造が改善され、いくつかの対策が強化されれば、

今後も、武漢の大気や環境は更に改善されると思われる。
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