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１．エコシティの意義 

国連経済社会局の予測によれば、２０５０年には世界人口の約７０％が都市エリアに住

むとされている中で、現在世界の様々な国で環境都市（エコシティ）の建設が計画されて

いる。特に、中国やインド、東南アジアを中心に経済発展の著しい国において、低炭素や

資源循環、環境負荷の低減等の面で都市を建設する取り組みが進められている。米国では

スマートグリッド技術の開発実証が進められており、ヨーロッパではスウェーデン、デン

マーク等で実証試験が行われると同時に都市改良の技術を・手法をパッケージで輸出しよ

うとしている。日本においては、北九州、豊田、けいはんな、横浜におけるスマートコミ

ュニティ実証試験が昨年度からスタートしており、環境未来都市構想も１１の都市・地域

でスタートしている。このような世界でのエコシティ推進の動きのベースになっている思

想は、以下の３つの価値創造の観点である。 

第一には、環境価値の創造である。低炭素技術、新エネルギー技術の実証だけではなく、

水循環、大気環境問題への取り組み、生物多様性の確保等により、都市の環境価値を維持、

向上させようということが基本思想にある。また新たに都市を開発する場合には、最適な

施設配置や新技術の一斉導入など、個別の取り組みだけでは難しい効率的な取り組みが可

能となり、効率的に価値創造ができる。 

第二は、経済的価値の創造である。エコシティのコンセプトを掲げることにより、環境

配慮型企業や新産業の立地を行い、住民の安定的な雇用、所得につなげるとともに、更な

る都市化、加えて観光にも結びつけていこうとする考え方である。  

第三は、社会的価値の創造である。新産業や環境配慮型企業の誘致で職住近接を図ると

ともに、エコ意識の高い住民がエコ住宅に居住することと、健康、介護、教育、文化等の

ための施設の創出により、高齢化にも対応した、安心・安全な社会を創造することである。

この結果、地域内で住宅、商業、産業、公共施設等の機能が集約したバランス型都市を創

造することができる。 

このような世界のエコシティの動きについては、今後も注視していくいく必要があるが、

今回は中国のエコシティの調査結果について、以下に述べる。 

 



3 

 

２．中国のエコシティ 

中国では、農村部からの人口の流入により、急速な都市化が進展しており、２０２０年

には人口１００万人以上の都市が２００以上になると予測されている。このような都市人

口の急増に対応して、雇用の創出や住宅の確保など新たな都市開発が喫緊の課題となって

おり、現在、環境配慮やエコを理念として掲げる「エコシティ」計画が全国各地で進めら

れている。その数は２００近くに上り、「低炭素都市開発」（国家発展改革委員会）、「エコ

工業園区」「環境保護モデルシテイ」（環境保護部）、「スマートグリッドパーク」（中国国家

電網）、そして主に各地方政府が自主的に進めている「生態城（エコシテイ）」等に関する

計画が併存しており、モデル事業としていささか乱立気味の状態にある。 

今回、そのような数あるエコシテイ建設計画の中で、規模が大きく歴史があり国家・省

レベルの何らかの関与が認められるモデルのうち、地域性（南北沿岸部、内陸部）も考慮

して４地域を選び、プロジェクトの概要（開発の経緯・政策上の位置づけ、環境上の達成

目標、進出企業等の状況等）と、グリーンエネルギー等新技術の導入計画を中心に調査す

ることとした。参考までに、今回選択した四つの地域の場所を図１に示す。  

 

図５－１ 今回調査したエコシティの位置 
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３．現地視察（その１～上海東灘・陳家鎮生態城） 

 

（１）訪問の概要 

①訪問日時：２０１２年３月６日 

②訪問場所：上海東灘・陳家鎮生態城（Shanghai Dongtan Chenjia Eco City） 

上海東灘・陳家鎮生態城エネルギー管理センター 

③日本側訪問者： 

和田智明  東京理科大学特命教授 研究開発戦略センター特任フェロー 

伊藤宗太郎 文部科学省科学技術政策研究所総務研究官 

馬奈木俊介 東北大学特任教授 

趙晋平   ＪＳＴ中国センター 

④中国側対応者： 

上海東灘建設発展有限公司・梁総経理 

上海陳家鎮建設発展有限公司・張博士 

上海建科院崇明低炭課題組・港顧問 

 

写真５－１ 上海東灘生態城にて 

左より、趙（日）、張（中）、伊藤（日）、梁（中）、和田（日）、馬奈木（日） 

 

                             ○C 和田 智明 
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（２）プロジェクトの経緯 

「上海・東灘生態城」は、中国初のエコシティ計画であり、上海郊外の崇明島での建設

が計画された。崇明島（面積 1200km２）は、太平洋に面した長江河口に位置し、上海・浦

東地区と海底トンネル（8.9km）と大橋(10.3km)で結ばれた湿地帯の島である。 

2001 年、英国の Arup 社がエコシテイを全体設計し、事業主体を上海実業(集団)有限公司

が担い、2008 年の中国・英国間環境協力の枠組みにも盛り込まれ、内外の関心を高めた。

しかしながら、関連事業者間の資金拠出の問題、プロジェクトの推奨者であった上海市元

書記の失脚、2008年に発生した金融危機による企業戦略の見直し等により、2012年 3月現

在、着工の目途は立っておらず計画中止の危機に瀕している。 

なお、最近のニュースでは、「上海・東灘生態城」計画が、2012 年 2 月に正式に再開が

決定したとのことで、住居計画に老人用健康住宅を含めるなどの計画変更が加えられてい

る模様である。 

このような状況を横目に、企業主導ではなく鎮政府（日本での市町村に相当）主導での

エコシテイ建設の気運が高まり、地元「東灘・陳家鎮」が自ら９億元を投資して設立した

郷鎮企業による新たなエコシテイの開発計画（以下、「新エコシテイ」と言う）が始まった。 

新エコシテイの開発は、上海市内に比べて収入が四分の一しかなかった地元住民の雇用

機会の創出、農業に適さず他の産業も何もない島の現状からの脱却を地元政府が意図した

ものである。これに湿地帯特有の多様な鳥類の生息する生態系の保護をキーワードとして

加え、生態環境を重視するというイメージの下での街づくりを目指した。よって、新エコ

シテイの計画はあくまで地域開発が主眼であり、今後の進展次第では看板としてのエコの

精神がどこまで徹底されるか不透明な要素があることは否定できない。 

 

（３）新エコシティの概要 

新エコシテイは、生態系保護区を含め全体面積 224 km２、うち約 40 km２に新たなシテ

イが建設される予定である。シテイ内には産業区（ⅰ．国際エコ実験ゾーン、ⅱ．高等教

育ゾーン、ⅲ．国際会議・ビジネスゾーン、ⅳ．知識情報産業ゾーン）、住宅区、スポーツ

施設区、レジャー施設区が建設され、最終的には地域全体で 62 万人（2020 年までに 22 万

人）の人口を擁する大型都市コミュニティに発展させる計画となっている。 

現在までに、計画のうち産業区の国際エコ実験ゾーンにおいて、「エネルギー管理センタ

ー」（エコシテイ全体の計画管理事務所を兼ねる）が竣工しており、先端的なエコ技術を導

入したビルの建設・運営によるエコシテイ全体のイメージ作りのためのショールームの役

割を担っている。 

 

写真５－２ エネルギー管理センター（竣工済み） 
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                        ○C 和田 智明 

 

（４）新エコシティの環境理念 

新エコシテイに対する環境上の達成理念として、①低炭素環境保護型の産業、②高効率

のエネルギーシステム、③省エネ・省資源の生活、④生態系に優しい都市開発、⑤クリー

ンで高効率な交通システム、⑥低炭素省エネ建設、⑦循環型都市施設、などを掲げている。 

具体的な目標は、現段階においても必ずしも明確ではなく、既に対外的に表明されてい

る「上海・東灘生態城」計画における環境目標（下記）を現実的に見直し、国際エコ実験

ゾーンにおける実績とシテイ全体の今後の計画の進展を踏まえて、具体的に決定していく

方針とのことであった。 

 

（参考） 「上海・東灘生態城」計画における環境目標 

① エネルギー：風力（海上に中国最大のウィンドファームを建設）、太陽光及びバイオ

マス燃料による発電を実現。CO2の排出量はゼロ、一般的な上海市民に比べてエネル

ギー使用量 64％を削減する。 

② 汚水処理：汚水は再生利用し、水使用量 43％、汚水排出量 88％を削減する。 

③ ゴミ処理：ゴミは地下の密閉された配管を通して再利用・処理工場へ輸送し、ここで

化学肥料とバイオマスエネルギーに変換。固形ゴミの 80％をリサイクルする。 

④ グリーン交通：域内の主な交通手段は燃料電池バス、電動スクーター、自転車とし、

自動車からの CO2排出量をゼロにする。 

 

（５）新エコシティ内の各種取り組み 

 

①先端的なエコ技術の導入 
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既に竣工している「エネルギー管理センター」では、清華大学及び上海建築科学院との

協力により、先端的なエコ技術の導入を実現しており、この成果を将来的に評価し新エコ

シテイ全体に反映していく方針である。なお、同評価においては科学技術面のみではなく、

実用性・快適性についても重要な項目として評価するとのことであった。 

具体的には、 

・建設にあたり 75%の省エネ 

・再生可能エネルギーの利用率 40%以上 

・廃棄物・汚水排出ゼロ 

・CO2の排出量は 50%削減等の実現 を目標としている。 

同センターは建築上の様々な工夫が施されており、窓の設置率を 50%として採光・通気

を促進、空調には地熱ヒートポンプを利用、空調送風管の毛細血管的な配置による熱交換

の高効率化、太陽発電 75Kw、風力発電 50Kw、空調・照明のコンピューター制御、汚水・

雨水の蓄積再利用などを試みている。 

また、生態系への配慮に力を入れており、上海園林研究所との協力により、センタービ

ル周辺の植林についてもその種類・量を周辺の生態系に影響のないものに制限、道路にも

小動物の移動用のトンネルを設けている。 

ただ、新エネルギー技術等の導入については、同センターの実験施設内または計画に留

まっており、エコシティに普及させるためには、今後相当の努力が必要である。 

 

②野鳥保護ゾーンなど 

湿地帯の野鳥保護ゾーンについては、すでに屋根全面に太陽電池パネル（中国製）を設

置した観察施設と風力発電施設（ドイツ NORDEX 社製）が設置された公園地区となって

おり、週末には上海からの観光客も訪れるとのことで、環境保護普及施設としての役割も

果たしている。 

         

写真５－３  野鳥保護ゾーンの太陽電池パネルと風力発電施設 

 

        ○C 和田 智明                    ○C 和田 智明 



8 

 

 

③居住地区等 

新エコシテイの産業区には、そもそも汚染の少ない情報知識産業を誘致したいとしてい

ることから、他の住居地区等において、いかに環境上の目標が貫けるかがポイントとなる。

エコの実現は、住宅・ビル建築コスト、新エコシテイ全体の運営コストの上昇にもつなが

り、これに対応する具体的な考え方等は説明されなかった。 

スマートグリッドによる省電に関しては、上海電力科学研究所との協力を開始し、実験

的な取り組みを実施している。 

新交通システムに関しては、上海万博で利用した電気自動車の一部を新エコシテイに譲

り受け、EV 普及の実験に取り組んでいくこととしている（EV のレンタル事業を既に開始）。

将来的には上海から鉄道等の大量輸送で運ばれた住民を、駅からは EV で目的地に移動させ

る計画となっている。 

新エコシテイの高等教育ゾーンには、上海外国語大学、同済大学の UNEP プロジェクト

が新キャンパスを設置する方向で調整中である。 

新エコシテイに関する外国との協力は、日本企業の進出を含めこれまでのところない。

外国企業は、現在中断している「上海・東灘生態城」計画の教訓から、新プロジェクトの

実現可能性について判断しかねているものと考えられる。 

 

４．現地視察（その２～中新天津生態城） 

 

（１）訪問の概要 

①訪問日時： ２０１２年３月８日 

②訪問場所： 中新天津生態城（Sino-Singapore Tianjin Eco-city）中央管理等 

③日本側訪問者： 

和田智明  東京理科大学特命教授 研究開発戦略センター特任フェロー 

伊藤宗太郎 文部科学省科学技術政策研究所総務研究官 

馬奈木俊介 東北大学特任教授 

渡辺泰司  ＪＳＴ北京事務所長・ 

趙晋平   ＪＳＴ中国センター 

④中国側対応者： 

張署長   中新天津生態城商務局 

 

（２）プロジェクトの概要 

「中新天津生態城（Sino-Singapore Tianjin Eco-city）」（以下「天津エコシティ」と呼

ぶ）は、天津市内から 45km の距離にある渤海沿岸地区に位置し、塩田跡の埋め立て地に

建設中の中国におけるパイオニア的エコシティである。トヨタほか多くの日本企業が進出
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している「天津経済技術開発区」（「国家エコ工業園区」にも指定されている）に隣接し、

同開発区で働く従業員の居住地域開発としての色彩が強い計画となっている。計画の初期

段階から中国政府とシンガポール政府の共同プロジェクトとして進められており、中央政

府主導（天津は温家宝現総理の出身地でもある）の国家級エコシティ計画として、内外か

ら注目されている。 

天津エコシティの総計画面積は約 30km2、2008 年に建設を開始し、約 10～15 年をかけ

て完成する予定となっている。完成時の居住人口は 35 万人、エコシテイ内で 10 万人の新

たな雇用を創出する計画である。天津は北京から 150Km の距離にあるが、30 分毎に運行

される新幹線によって所要時間 30 分で結ばれており、また高速道路も整備されていること

から北京通勤圏とも言える。 

当初、シンガポール政府側から中国政府に対してエコシティ建設が提案された。これを

受けて中国政府が候補とした 4 都市の中から事前評価が行われ天津市が選定され、2007 年、

両国総理間で建設協力協定が結ばれている。具体的な建設事業は、天津 TEDA 投資ホール

ディング有限公司とシンガポールのケッペルグループによる合弁会社によって運営されて

おり、天津市政府が設置した中国・シンガポールエコシティ管理委員会がこれを指導して

いる。 

投資面では、中国、シンガポール双方からの同額出資を主な資金源としており、中国側

からは 600 億元相当の土地が現物提供された。その後、同土地代が 2,000 億元まで上昇し

たため、シンガポールからこれに見合う追加投資が実施されている。現在、利益が出てい

るのは主に不動産開発分野であり、シンガポール政府は進出する自国企業に補助金を与え

ることとしており、中国側も進出企業に対する地方税の減免措置などの支援策を打ち出し

誘致を促している。 

天津エコシティは、中国政府とシンガポール政府共同の国家級エコシティ計画として、

内外から注目されている。他方、天津は温家宝現総理の出身地でもあり、現政権の肝いり

のプロジェクトとの見方も出来る。2012 年秋の政権交代を控え、既に現地の説明ボードに

次期国家主席候補（習近平）の視察写真を掲げるなど配慮をしている。 

 

（３）環境上の達成目標 

天津エコシテイは、明確な環境目標を設定したことで高く評価されており、「生態環境の

健全性」「社会の調和と進歩」「活発で効率的な経済活動」「地域の協力と融合」の４項目の

目標と 22 の達成すべき指標が掲げられている。22 の指標は、具体的な数値目標と達成の期

限を示しており、例えば「水道水の基準の 100％達成」（即日）や「経済生産あたりの CO２

排出量は 150t/100 万米ドル」（即日）、「1 人当たりの水消費量は 120ℓ/日以下」（2013 年）、

「グリーンな交通手段（車を使わない）の占める割合 90％以上」（2020 年）、「再生可能エ

ネルギーの利用率 20％以上」（2020 年）などである。 

これら目標の設定にあたっては、実現可能性、複製可能性及び普及可能性を重視してお
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り、天津エコシテイにおけるモデル事業としての成果を、今後中国全土に普及するとの発

想が強く感じられる。 

天津エコシテイの完成は 2020 年を計画しており、その段階で両国の副総理レベルで構成

する評価委員会において目標の実現度合いを審査することとなっている。 

 

（４）進出企業等の状況 

現在、第Ⅰ期投資区域（約 4km2）が建設中であり、中国国有企業、シンガポール、香港、

マレーシア、台湾、日本などの企業が開発に参入している。同区域内の居住施設には 2012

年 5 月から入居が始まる予定である。エコシテイの開発は全体をⅣ期に分けて進められて

おり、最終的には住宅用地（40％）、産業用地（10％）、商業用地（4％）、その他公園緑地

等となる。 

 

写真５－４ 建設中の住居用施設 

 

                         ○C 天津生態城 

 

居住者の 50％は隣接する経済技術開発区で働く従業員とその家族を想定している。但し、

エコシテイが完全なベッドタウンとならないように、エコシテイ内でもクリーンな産業を

興し、エコシテイ住民の 30％程度の雇用を目指している。このため、エコシテイ内には既

に「国家アニメーション基地」が建設され、79 社、約 2,000 人が働いている。 

日本企業も同エコシテイの建設に関与しており、日本総合研究所が再生可能エネルギー



11 

 

の特定プロジェクト計画作りに参画、日立製作所も天津エコシティのビジネス中心街区の

開発における技術協力とビルエネルギーマネジメントシステム分野における協力に合意し

ている。その他、三井不動産が投資額 45 億元のエココミュニティ建設を進めている。また、

隣接する経済技術開発区に工場をもつトヨタからは、従業員用の住宅 300 戸の予約を得て

いる。 

エコシテイ開発側は、企業誘致のための地方税の減免や「国家アニメーション基地」へ

の最新共有設備の導入、エコシテイ内における市価３分の１の公共住宅の整備などを進め

ている。しかしながら、エコシテイ側の説明によると、外国企業のプロジェクト参加への

最大のインセンテイブとしては、「中国国家級のエコシティ建設に参画することにより、自

社の技術を中国国内にアピールし、今後中国全土で展開されていくエコシテイ建設におけ

るビジネスにつなげていく」ことにある。日立製作所は他の日本企業とも提携してプロジ

ェクトに参画しており、同分野の技術に定評のある日本企業が連携しての取り組みには期

待しているとの説明であった。 

 

（５）グリーンエネルギー技術等の導入 

国内の他の都市と比べ、1 人当たりのエネルギー消費を 20％削減し、再生可能エネルギ

ーの利用率を 20％とすることを目標としている。このため、太陽熱温水システム、太陽光

発電システム、地中熱の熱供給利用システム、冷暖房・発電のガスコージェネレーション(熱

電供給)システム、メタンガス発電などを導入するとともに、生活で利用する温水の 8 割を

太陽熱で提供することも目標としている。ただし、風力発電については、風車の一部は完

成しているものの現在まで電力系統にはつながっていない。これは中国の電力系統が「中

国国家電網」により一元管理されており、その認可を得るのが難しいとの事情によるもの

である。そもそも当地においては風力発電から得られる電圧は安定しておらず、新技術の

アピール的な意味合いが強いとのことであった。 

写真５－５ 中央管理棟付近の風力発電施設 
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                ○C 和田 智明 

 ごみ回収については、真空運搬システムを検討しているが、コストが高く、また日本と

異なり住民にごみ分別の習慣がないことから、今後の課題は大きいとのことであり、とり

あえず 60%の回収利用率を目標としているとのことであった。 

エコハウスについては、三井不動産が日立製作所や松下電器の技術を用いて建設を予定

している。設備全体ではかなりコスト高となるが、当該土地代が設計当初に比べこの４年

間で４倍になっており、コスト上昇を十分に吸収することが出来る状況になったとのこと

である。 

省エネビル建設については、空調及び地熱利用によりエネルギーを 30%節約することを

目指している。採光などにも工夫をしており、既設の「省エネ管理棟」の建設データは、

国家建設部（省）が 2010 年に省エネビル建設の標準規程を定めた時にも使用された。 

雨水・汚水処理については、100%の再利用を目指し、シンガポールからの技術導入によ

り、各家庭への系統を飲料水とそれ以外の生活用水とに分けて２種類とする計画である。

海水淡水化も一部導入するがコストが高く、ショウルーム的なものにしかならないとのこ

と。 

グリーン交通については、エコシテイ内の電気自動車等の利用率を 90％とし、残り 10％

をガソリン自動車と考えている。エコシテイ内では次世代路面電車や電気バスを重視し、

公共交通の駅から 500ｍ以内に住民の 90％が暮らすように設計する。また、各家庭におい

ても電気自動車を購入するならば住宅代を下げる等の工夫をする。 

以上の新技術の導入・設計にあたっては、中国科学院の約 30 名の専門家によるチームの

助言を得ているが、日常的には天津南海大学等の地元機関との協力の方が進めやすく指導

を仰いでいる。 

全体的に見ると、実行可能な達成目標を掲げて努力しており、現時点では中国国内での

エコシティをリードするポジションを維持しているものと考えられる。今後は如何にコス

ト評価をしつつ、新技術が導入できるかが成否の分かれ目になっていくものと思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真５－６天津エコシティの完成予想模型 
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                     ＠和田 智明 

 

（６）その他 

中国側とシンガポール側が環境配慮型の交通システムの比率をめぐって意見が分かれ、

これによりライトレールの建設工事が何度も延期されており、今回の視察時においても今

後の計画の明確な説明はなかった。また、エコシテイへの企業の進出についても「国家ア

ニメーション基地」以外には必ずしも活発ではない印象を受けた。エコシティが単なるベ

ッドタウンとしての不動産開発に終わってしまわないための努力の継続が必要と考えられ

る． 

             

５．現地視察（その３～曹妃甸国際生態城） 

 

（１）訪問の概要 

①訪問日時：   ２０１２年３月９日 

②訪問場所：   曹妃甸国際生態城(Caofeitian Eco-city)中央管理センター 

③日本側訪問者： 

和田智明  東京理科大学特命教授 研究開発戦略センター特任フェロー 

伊藤宗太郎 文部科学省科学技術政策研究所総務研究官 

馬奈木俊介 東北大学特任教授 

青木一彦  ＪＳＴ北京事務所副所長 

④中国側対応者： 

劉 唐山湾生態城管理委員会経済発展局副局長 
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魏 唐山湾生態城市工程技術中心主任 

     田 同副主任 

 

（２）プロジェクトの概要 

曹妃甸国際生態城は、河北省唐山市の中心部から８０ｋｍに位置し、曹妃甸工業区のベ

ッドタウンとして開発が進められている。北京からは約２２０ｋｍ、天津市からは約８０

ｋｍの距離にある。環渤海湾経済圏の重要地域である唐山湾の臨海都市開発の一環として

開発を進めている。唐山市は石炭を産出する資源型都市であるが２００ｋｍに及ぶ海岸線

を利用し、湿地を埋立て、沿岸型都市を新たに整備しようとする計画である。 

建設を推進する大きなインセンティブとなっているのは、 

・中国人民の新しい理念へのあこがれ 

・コペンハーゲンのＣＯＰ１６で中国が世界に表明したＣＯ２削減目標の達成 

・エコタウンのモデルをつくり、中国等の他の都市へその成果を波及させること 

であるとしている。 

２００６年に当時の胡錦濤国家主席が曹妃甸を訪問し、科学的発展のモデル地域として

開発をするよう指示し、以降共産党幹部のほとんどが同地域を視察しており、天津、無錫、

深圳と並んで、中国住宅都市農村建設部が推進する４つの主要エコシティの一つとなって

いる。河北省政府及び唐山市は、インフラ整備を中心にすでに約１００億元を投資してお

り、今後土地等の売却により回収していくこととしている。総事業費については、今後民

間企業がどれだけ立地するかによるため予測するのが困難とのことであった。 

同プロジェクトは唐山湾生態城管理委員会によって運営されており、投資資金は政府に

よる投資と誘致されたサブプロジェクトが主体となっているが、スウェーデン政府も一部

支援（汚水処理場の建設、人材育成等）している。 

住宅面積は１０数％を目標としており、現在は７００－８００世帯、数千人が居住し

ている。今年は第１期３年目になるが、第２期５年目に２３万人が住む町を目指してい

る。 

曹妃甸国際生態城の全体計画では、２０２０年までに７４．３ｋ㎡、２０２０年以降

に１５０ｋ㎡に拡大し、人口も２０２０年までに８０万人、２０２０年以降に１００万

人が居住する都市にしたいとしている。現在は道路、水・電気などのインフラ整備を主

に行っており、今後学校、病院、ショッピングセンター、ホテル、娯楽施設などの都市

機能を充実させるとしている。さらに２０１３年以降は研究開発センター、金融センタ

ーなどのホワイトカラーの雇用を創出する機能を含めたいとしている。  

 一方で港湾はすでに整備されており、４つの埠頭、総計１．５億トンのバース（船席

容量）が完成しており、２０１５年には総計５億トンのバースになる予定である。 
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写真５－７ 曹妃甸エコシティの完成予想模型 

 

                  ＠和田 智明 

（３）環境上の達成目標 

 スウェーデンのＳＷＥＣＯ社にプロジェクト全体の設計を行い、その際に７つの分野（町

の機能、グリーン交通、グリーンエネルギー、グリーン建築、水、ゴミ、景観）において

総計１４１の技術指標をもうけ、それを達成しようとしている。 

 再生可能エネルギー開発にかかわる技術指標についてはグリーンエネルギー技術等の導

入の項で詳述する。 

 

表５－１ 曹妃甸国際生態城の技術指標の例 

指標分類 生態指標体系 

番

号 

項目 指 標

値 

単位 

系統

一 

 

都市

機能 

住宅 1 都市の人口密度 1300

0 

人／平方キロ

メートル 

2 総居住面積：あるアリアの総居住

面積とエリア内住民数との比率 

28.1 ㎡／人 

公共施設 3 １人当たりの公共建築面積 0.5 ㎡/人 

4 １人当たりの文化施設面積 0.5 ㎡/人 

5 １人当たりの高等教育・研究用地

面積 

20 ㎡/人 

ハイリスクエリア

に位置する住宅 

6 ハイリスクエリアにある住宅割

合 

0 ％ 
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7 工業汚染エリアにある住宅割合 0 ％ 

8 海水による氾濫ハイリスクエリ

アにある住宅割合 

0 ％ 

              出典：曹妃甸生態城パンフレット 

 

（４）進出企業等の状況 

現在、各国の環境産業を中心に進出を呼びかけている。 

スウェーデンとは上述したとおり協力が始まっており、ＳＷＥＣＯ社との技術提携、汚水

処理場への現物出資、マルモ市での３年間の人材研修が行われている。また当該地区は歴

史的に見て、塩害を解決することが重要であり、オランダの水処理技術が導入されている。 

日本とも協力の計画が進行しており、中日エコタウン（４ｋ㎡）を建設し、産業団地、

住宅を提供する予定になっている。日本設計が全体の設計を行い、エネルギー管理計画（Ｃ

ＥＭＳ，ＢＥＭＳ，ＨＥＭＳ等）は松下電器が行っている。双日グループの配管製造業者

の進出が決定しており、自動車会社等が進出を検討している。 

 

（５）グリーンエネルギー技術の導入等 

ＳＷＥＣＯ社が最初に技術指標を設定した際は、再生可能エネルギーの利用率９０％以

上という目標を立てたが、この数字は１００㎡程の狭小エリアで再生可能エネルギーの利

用が１００％になるというスェーデンでの実験結果をもとに勘案した数字であり、広大な

エリア（約７４ｋ㎡）では、現実として達成は難しいと考えている。その後、清華大学の

研究グループとも７０％、４５％、２０％の三つのケースについてインプットとアウトプ

ットの分析を行ったが、７５％の場合は風力発電を大規模に導入する必要があり、現在４

５％に下げる方向で検討している。 

風力発電については、曹妃甸国際生態城の沖合い１３ｋｍのところに展開する計画で、

電力会社（中国国家電網）が建設しグリッドにつなげる予定であったが、経済的な面で採

算をとることは難しく、思ったほど進展していない。一方で風力発電は党・中央政府が推

進しており、今後どの程度の規模になるかは予測しがたいとのことであった。 

太陽光発電については、コストの面から大規模な発電は行わず、街灯への利用が主にな

る。また電池の充電に使い、バス等への利用を考えている。太陽熱発電については家庭へ

の給湯利用を考えている。家庭への利用については政府からの資金支援制度もある。 

地熱利用については、すでに１０００ｍほどの深さから４０－５０℃の熱水を取り出し

それを利用している。 

 隣接する産業団地からの余熱利用、特に華潤発電所からの余熱の利用を積極的に進めよ

うとしている。 

ゴミ焼却の発電利用の検討も進めており、また汚水・廃水から出るメタンガスの利用も

考えている。雨水、汚水の利用率５０％以上、生活ゴミの回収利用率９０％以上、生活ゴ
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ミの分別回収率８０％以上を目標に設定している。 

さらに、油田はオイルを取り出すと同時に熱水を取り出せるので、その利用（年間約４

万トン）も検討を進めている。 

グリーン交通の導入についてはエコシテイ内では自転車を主な交通手段にすること計画

しており、グリーン交通９０％以上を目標にしている。２００ｍｘ２００ｍのブロックで

町を作っていくが交通規制やバス専用道路の導入により「Ｎｏ Ｍｏｔｏｒ交通」という

スローガンの下、電動自転車、電動バスが交通の主体になる予定である。 

グリーン建築については、住宅保守基準の２つ星（各省住宅建設局が認定、１９８５年

ベースでエネルギ－節約率６０％以上）、３つ星（中央政府の住宅建設部の認可）を採用す

ることとしており、市の開発政策の中で政府主導で優遇政策をとることとしている。 

これらを総括して評価すれば、ＳＷＥＣＯ社の最初の技術指標設定、特に再生可能エネ

ルギー利用率の設定にはかなり無理な部分があると考えられる。工程技術中心が技術目標

達成には責任を持っているが、政策推進当局が中央政府と協議して最初に掲げた看板を、

いかにうまく現実的なラインに軟着陸させるかに苦労している状況と受け取られた。 

    

（６）その他 

科学教育タウン（曹妃甸科教城）として、１７ｋ㎡のエリアに６－１０の大学、研究施

設、居住地区を建設することを計画している。唐山市は中国の鉄道車両生産基地となって

おり、現在、西南交通大学大学院がリバプール大学と提携して新しい大学をつくる予定に

なっている。鉄道関連技術が主体であり、当初は運転員要請のための技術教育を行い、将

来は大学院教育も行いたいとしている。また上海市大学が外国の大学と提携して新たな大

学をつくる動きも進んでいる。 

 

５．現地視察（その４～重慶・両江新区） 

 

（１）訪問の概要 

①訪問日時：  ２０１２年３月１２日 

②訪問場所：  重慶市科学技術委員会 

③日本側訪問者： 

和田智明  東京理科大学特命教授 研究開発戦略センター特任フェロー 

伊藤宗太郎 文部科学省科学技術政策研究所総務研究官 

馬奈木俊介 東北大学特任教授 

趙晋平   ＪＳＴ中国センター 

④中国側対応者： 

     肖  重慶市科学技術委員会国際合作処処長 

   楊  重慶市科学技術研究院主任 
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   陳  重慶市社会発展処処長 

 

（２）プロジェクトの概要  

重慶市は人口２８００万人、面積８．２４万ｋ㎡の大きな都市であり、１９９２年に長

江沿岸開放都市に指定され、１９９３年には内陸都市では唯一の国務院に承認された経済

技術開発区が設立された。１９９７年に北京、上海、天津に次ぐ４番目の中央直轄市なっ

た。盆地に立地した都市であり、迅速な経済発展にともない、酸性雨などの環境汚染でも

有名な都市である。産業としては、鉄鋼、自動車、化学肥料、機械をはじめとする重化学

工業を中心に発展した都市であり、今後自動車産業、車両等の装置産業、ＩＴ産業、医療

関連産業、新素材産業、省エネ産業を育成していくことを計画している。 

重慶両江新区(Chongqing Liangjiang New Area)は２０１０年６月に、上海浦東新区、天津

濱海新区に次いで、国務院に認可された３番目の新区（副省級）として成立した。（両江新

区は長江と嘉陵江の交差する区域にある。）２０１０年７月には国家発展改革委員会による

６つの低炭素モデル都市の一つとして選定された。 

写真５－６ 現在の重慶・両江新区 

 

 ○C 重慶市 

              

重慶両江新区（約１２００ｋ㎡）は、内陸部の先進製造業とサービス業の基地と位置づ

けられており、鉄道車両や新エネルギー車、ＩＴ，電力設備、軍需などの工業団地を開発

することが予定されている。ビジネス区には国際金融機関などが集積する金融センターを

設ける計画である。これらにより同地区の工業総生産を２０２０年までに６４００億元に

したいとしている。（現在は約８００億元）。人口については現在２００万人弱であるが、

２０１５年には３００万人、２０２０年に４００万人に増やす計画である。 
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（３）環境上の達成目標等 

重慶両江新区のエネルギー政策は重慶市のエネルギー政策の一部となっている。重慶市

のエネルギー消費は、高硫黄・高石灰の石炭が中心である。エネルギー生産量・消費量の

増加にともない、温室効果ガスも年々増加している。重慶市の工業は、現在も伝統的な重

化学工業を中心としており、製品のためのエネルギー消費と原材料の消費が企業の生産コ

ストの約７５％を占めている。重慶市の単位工業生産額当たりのエネルギー消費は、世界

平均水準の２－３倍に達し、製品製造のためのエネルギー消費は先進国水準を４０％上回

る。２００６年、重慶市のＧＤＰが全国に占める比率は１．６８％のみであったが、鉱工

業・製造業から発生する二酸化硫黄排出量は３．３９％に達し、単位ＧＤＰ当たりの二酸

化硫黄排出量は全国平均の倍以上に達した。 

重慶市は全国の都市部・農村部総合改革試験区に位置づけられており、２０２０年まで

に重慶市民の１人当たりＧＤＰを６５００ドル、現在の４倍増とする計画が立てられてい

るが、その達成には環境保護のさらなる圧力に直面すると予測している。すなわち、従来

の方式により発展を続ければ、温室効果ガスを含めた汚染物の排出量も数倍増になるため、

温室効果ガスの排出削減は、重慶市経済社会の持続的発展にとって緊要の課題となってい

る。 

ＣＯ２の削減目標は、２０２０年までに現状よりＧＤＰ１万元あたり、１．４１２トン

の削減としているが、重慶は重工業が中心なので達成には相当な努力を要するとしている。

（注：２００９年における中国全体のＣＯ２排出量は、ＧＤＰ１万元あたり５．３１１ト

ンである。） 

 

（４）進出企業等の状況 

重慶市は環境配慮型産業を中心に国外企業、国内企業を積極的に誘致している。 

ＬＥＤについては、大連のＬＥＤ生産企業がすでに重慶市で操業しており、台湾のＬＥ

Ｄ企業が工場の建設を進めている。現在、年間売上高１００億元に達しており、今後さら

に増える見通しである 

国際的にも、アメリカ、ドイツ、韓国、イギリスと企業との間で企業間協力が進んでお

り、日本企業との協力も進もうとしている。 

 

（５）グリーンエネルギー技術等の導入 

 重慶市は内陸部における科学技術発展の中核都市として位置づけられており、国の研究

機関が１５、市レベルの研究機関が７１集積している。国家科学技術部の統計では、イノ

ベーションの発展度は全国で１２位、技術貿易では全国で５位、西部地域で１位である。

新エネルギー、自動車、半導体、移動通信、大型機械のＲ＆Ｄ基地として機能しており、

今後も発展していく計画である。 

 温室効果ガスの排出抑制と気候変動緩和のための技術開発項目としては、以下のＲ＆Ｄ



20 

 

項目に力を入れていくこととしている 

・省エネ、高効率エネルギー技術 

・新エネルギーおよび再生エネルギーの開発と産業化 

・廃棄物の資源化利用技術 

・節約型農業技術 

 なお、太陽光発電については、重慶市は日照時間が短いため、積極的導入は考えていな

い。ＬＥＤについては、上述したように年間売上高１００億元に達しており、今後さらに

増える見通しであるが、その利用については、今後公共施設においてエネルギー節約型ラ

ンプに取り替えていき、将来ＬＥＤを採用していきたいと考えている。また、電気自動車

の普及を目指しており、現在、路線バスを使ってモデル実証試験をやっている。また両江

の水を利用した水ポンプにより、建築エネルギーの節約、クーラーの熱交換への利用する

ことも計画している。 

このように、重慶市のこれらの技術開発は日本の技術から見て、特に目新しいものはな

く、「低炭素都市開発」とは、現実に悪化する環境汚染とＣＯ２排出増加を如何に抑制する

ことができるかに全力が傾注されていることであると理解できる。 

 

（６）その他 

重慶両江新区では、環境基準に合った企業の誘致を積極的に進めていくこととしており、

環境関連産業を増やしていくことに強い意欲を示している。既存の工場で、ＣＯ２の発生

が多い工場を閉鎖したり、改造したりしている。さらに、重慶両江新区の中で、ＣＯ２削

減目標を達成できない会社は料金を払い、達成して余裕のある会社はその削減分を売るい

わゆる中国版ＣＤＭを実施することを計画している。現在基準を作っているところであり、

今後中央政府と協議を進めていきたいとしている。この制度の目的はエネルギー消費の大

きい会社を淘汰することとＣＤＭを通じて金融商品を増やすことにあるとのことであった。                                                                     

（注：ＣＤＭとは京都議定書で定められたクリーン開発メカニズムであるが、重慶市の場

合は企業間での排出権取引の市場をつくることをＣＤＭと呼んでいる。） 

 

６．中国エコシティに関する総括評価 

 

（１）中国エコシティの現状 

今回の４地点の調査で中国エコシティの全貌が明らかになったわけではない。ただ、我

が国においては、中国においてエコシティ（生態城等）が２００近く存在していることに

より、中国のこれらの都市が市民のエコ意識の高まりの下、環境上の配慮を至上目標にし

て、新エネルギーの導入やＣＯ２の発生を抑制する施策を積極的に導入しようとしている

ととらえる向きがあるが、これは正確ではない。 

今回の調査では訪問していないが、ＮＥＤＯ北京事務所による調査では、低炭素モデル
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都市に指定されている某都市では、低炭素開発区に低炭素製品交易所、低炭素国際会議場、

低炭素研修センターなど低炭素と名前がついているのみで、実質は普通と変わらない建物

があるだけとの報告もあり、また、別の生態城ではこれまでの地区開発の看板の上に「生

態」というスローガンを追加して貼り付けただけのものもあるとのことであった。 

また、今回調査したエコシティでは、輸送の環境負荷の点だけから考えても、エコシテ

ィが都市の中心地から離れているため、主要な勤務者は中心地から毎日通う必要があり、

長期的にはエコシティに住む可能性はあるが、エコシティと現時点で実質的に言うことは

難しい。 

さらにエコシティが成り立っていくためには、住民のエコへの協力が不可欠であるが、 

住民のエコ意識の醸成のための努力は現時点で十分とはいえず、今後もかなり困難を要す

るものと考えられる。 

 

（２）中国都市開発の歴史とエコシティのねらい 

過去において、国土が広大な中国における新たな発展・改革の多くは、いくつかの先進

的なモデルを作り、そこでの成功体験、得られた知識・ノウハウを政府として広く宣伝す

るとともに、それを全土に広げる形で進められてきた。これは中国では長い社会主義体制

の下で保守的な考え方が根強く、最も効果的な時・場所でのモデル事業の展開が、現状維

持勢力に対して突破口を開く推進力となることが期待されるからである。具体的には、80

年代における“深圳”での開放改革経済都市の建設、90 年代における“上海・浦東地区”

における国際開放都市の建設が成功モデルとして挙げられる。しかしながら、2000 年代に

入り全土に多くの“経済技術開発区”が作られた頃から、各種の概念に基づくモデル都市・

地域の乱立が目立つようになってきた。 

そのような流れの中で、中国のエコシティの現状は、今回の調査でも明らかになったよ

うに、産業団地、住宅団地の形成計画の中で、「エコ」という看板の下にグリーンエネルギ

ー技術導入をショーケース的に行い、企業の誘致や住民の定着を図っていくというもので

ある。 

 

（３）エコシティ乱立の背景と今後の予測 

第１２次５カ年計画では、第１９章「主体的機能区戦略の実施」の項目の中で、「最適開

発をすすめる都市化した地区については、経済構造、科学技術革新、資源利用、環境保護

などの評価を強める。重点的に開発する都市化した地区については、経済成長、産業構造、

質・効率、省エネ・排出削減、環境保護及び人口受け入れなどを総合的に評価する」との

都市の評価基準が明確に示されており、経済成長が評価の第一項目となっている。 

このような党の方針の下で、中国のエコシテイが乱立する背景には、天津や重慶のよう

な中央直轄都市では中央の共産党から、唐山市のような都市には省レベルの共産党から市

長が実質的に任命されていることが深く関与していると推測される。共産党内の出世競争
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の中での都市間競争と差別化競争の中で、「低炭素」「エコ」などを看板に掲げて他の都市

と差別化し、国や省の支援を獲得することが大きな目的となっている。各市の本音は企業

等の投資誘致、工場誘致と雇用の増大による域内ＧＤＰの向上にあり、実質的に「エコ」

はそのためのスローガンとして掲げられているのが実態であると考えられる。このように

誕生してきたエコシティのため、例えば曹妃甸国際生態城における再生可能エネルギーの

利用率のように、一旦設定した技術上の目標を現実的に実行可能な数値に変更することに、

現場の技術開発の責任者が施政者との間に立って苦慮するという事態が生じている。これ

らは、今後他のエコシティでも生じてくる問題であると予測できる。 

このようなエコシティの誕生の経緯を考えると、実際にエコシティに住む住民の間にど

れだけ環境保護、温暖化ガス排出抑制の意識が浸透するかは大いに疑問がある。 

 

（４）新技術の導入 

一方で過去の開放改革経済都市や国際解放都市がモデル都市からスタートし、各地に広

まった実態を考えると、今回の場合も数箇所の先進的エコシティに導入された先端的技術

と技術達成目標が、中国各地の生態城、エコシティに採用されていくことも可能性がある

といえる。 

新エネルギー開発の面からみれば、中国での国産技術の発展は目覚ましく、2010 年には

既に、太陽光発電市場においてサンテックパワーを初めとする中国企業が世界の４分の１

以上の生産量で第１位を誇り、また風力発電においても世界第３位の国内設備容量を達成、

世界トップテンの生産企業に３社の中国企業が名を連ねている。 

エコシテイのモデル事業の展開を通して、世界中の企業から吸引された個々の先端技術

が、中国の自主技術として吸収されるのに要する時間は、現在の中国の技術力から判断し

てそれほど長くないと考えられる。 

 

７．日本の技術導入の可能性 

 

（１）日本のスマ―トコミュニティ技術との比較 

現在、日本では、北九州市、豊田市、横浜市、けいはんな地区で、スマートコミュニテ

ィの実証試験が昨年度からスタートしており、各地域で、新エネルギーの導入、電力の効

率的管理システムの導入等の実証が展開されつつある。 

現在利用されている太陽光、太陽熱、風力について比較した場合、日中間の技術レベル

に大差はないと考えられるが、北九州市が導入しようとしている水素エネルギーの実証計

画は、製鉄所から発生する水素を家庭用燃料電池に取り込もうという計画であり、安全性

の面も含めて、その経済性が実証されれば、日本が優位性をもって保持する技術になる可

能性を有している。 

またＣＥＭＳ、ＢＥＭＳ、ＨＥＭＳ等のエネルギー管理システム、ＥＶ、ＰＨＶ車と家
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庭の電力との連結システム（豊田市）、電力料金のダイナッミクプライシング（北九州市及

び豊田市）などでは、日本の技術レベルが一歩先を行っており、前述の曹妃甸国際生態城

の中日エコシティでは、これらのＢＥＭＳ，ＨＥＭＳ等の導入が検討されているが、効果

的に中国に導入されれば大きな規模に拡大する可能性を十分に有している。 

 

（２）導入の方策と市場規模 

今回の調査対象者との議論では、中国でエコシティとして一番進んでいるのは天津エコ

シティであり、その後を曹妃甸国際生態城、無錫、深圳等が追いつこうとしているとの感

触をもったが、このような先進的エコシティの導入技術に日本が協力していくことは市場

の拡大という点から見れば重要である。具体的には、各地のエコシティの実施主体となっ

ているのは、市政府（官）、開発公司（民）、不動産会社（民）、運営会社（民）であり、こ

れらの者と緊密な連携をとりつつ、今後我が国の技術を売り込む努力を行うことが必要で

あろう。また、個々の技術の売り込みだけでなく、シンガポール政府等のように計画の初

期段階から、エコシティ計画全体に深く関与していくことも、我が国の技術を中国に普及

するためには必要な点と考える。 

現時点で将来の市場規模については予測不可能であるが、上述したように、ほとんどの

エコシティ計画はトップダウン方式で進められており、それらが経済成長を第一義の目的

としており、市民サイドのエコ意識が醸成されていない状況では、導入された技術が一つ

のエコシティ全体に普及することは難しく、限定的な範囲に留まる可能性があることにも

留意する必要がある。 
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