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国名
酸性雨及び黄砂モニタリングネットワーク整備計画

中華人民共和国

Ⅰ 案件概要

事業費 交換公文限度額： 739 百万円 供与額：322 百万円

交換公文締結 2006 年 12 月

事業完了 2008 年 3月

相手国実施機関 中国環境監測総站、各対象都市の環境監測站

関連調査 基本設計調査： 2006 年 3月～2007 年 1月、詳細設計調査：2007 年 1月～3月

案件従事者

コンサルタント 株式会社数理計画、グリーンブルー株式会社

施工業者 株式会社シリウス、オガワ精機株式会社

機材調達 -

関連案件 東アジア酸性雨モニタリングネットワーク計画（EANET）

事業の背景

中国の各都市は経済発展に伴い、大気汚染物質の発生量が増加し、汚染の範囲も拡大している。石炭

燃焼から発生する二酸化硫黄や、工場あるいは自動車から放出される窒素酸化物などは、地域の深刻な

大気汚染問題であると共に酸性雨の原因ともなり、国境を越えた環境問題となっていた。国家環境保護

総局では、第 11 次五カ年計画（2006～2010 年）に合わせ、「国家環境保護五カ年計画」を策定し、地方

の環境監測站の体制強化を図ることを掲げていた。

また、東アジアにおける酸性雨問題への取組として、日本のイニシアチブにより「東アジア酸性雨モ

ニタリングネットワーク（EANET）」が組織された。13カ国で共通手法による観測を行いデータを提出す

ることとしているが、中国はその広大な国土にもかかわらず、データ提出地点はわずか 4 都市、9地点

に過ぎず、東アジアの環境に対する影響度を考えるとEANET への参加は極めて不十分であった。

黄砂問題への対処については、中国、モンゴル、韓国、日本の 4カ国と、国際機関が協力し、ADB-GEF 

黄砂対策プロジェクトが 2003 年 3 月に開始され、マスタープランの策定に取り組んでいた。当マスタ

ープランでは、警報のための短期予報を地域モニタリングネットワークに基づいて行うことに焦点を置

き、4 カ国はこれに沿ってモニタリングを行いデータを共有していくことが合意された。しかし有効な

黄砂の予報モデルを開発する上ではまだデータが不十分な状況であった。

事業の目的

アウトカム

中国国内全域の環境モニタリングサイト（酸性雨モニタリングサイト 34 地点、黄砂モニタリングサ
イト 16 地点）においてモニタリング機材の調達・据付を行うことにより、酸性雨・黄砂モニタリング
システムの強化を図る（事業開始前に、中国側との協議により黄砂モニタリングシステムについては中
止し、酸性雨モニタリングに特化した協力に整理された。）。
アウトプット

日本側
・ 酸性雨モニタリングサイト（34 地点）における機材の調達、据付け：大気汚染測定機、降水サン

プラーと雨量計、イオンクロマトグラフ等
・ 黄砂モニタリングサイト（16地点）における機材の調達・据付：ライダー、風向風速計、視程計、

データ伝送システム（計画）
相手国側
・ 大気汚染測定機を設置するための、測定局舎の建設あるいは測定室の改装、電源の確保等
・ 降水サンプラー、雨量計を設置する場所の確保、固定土台の準備
・ 電源等の必要ユーティリティの確保
・ ライダーを設置するための測定局舎の建設あるいは測定室の改装と、天窓の取り付け

Ⅱ 評価結果

総合評価

中国の経済発展に伴い、大気汚染物質の発生増加・汚染の拡大は、地域の深刻な問題であると同時に国境を越えた問題と

なっていた。日本を中心に組織された EANET において、東アジア各国が酸性雨の観測データ収集を提出することにより、国

境を越えた環境問題への対応を強化する必要があった。

本事業は、事業目的として目指した、酸性雨モニタリングシステムの強化については、データ項目数の増加、毎時間連続

測定の部分的な実現など、一定の効果発現が見られるものの、全サイトでのデータ取得には至らなかったこと、EANET への

データ提出拠点数が増加しなかったことなど一部課題が見られた。持続性については、一部サイトで発生した機器の不具

合・故障に対応するための予算措置が不足するなど、財務面・維持管理状況に問題が見受けられた。

また、妥当性については、中国の開発政策・開発ニーズ及び日本の援助政策と、事前評価・事後評価の両時点において合

致している。効率性については事業期間が計画値をやや上回った。

以上より、総合的に判断すると、本事業は一部課題があると評価される。

1 妥当性

本事業の実施は、事前評価時・事後評価時ともに、中国の第11次五カ年計画・国家環境保護五年計画、及び第12次五カ年



計画（2011～15年）、国家環境保護第12次五カ年計画で掲げられている「地方環境観測站の体制強化」という環境保護に関

する開発政策、酸性雨や大気汚染問題に対処するための観測システム強化という開発ニーズ及び日本の対中国経済協力計画

における「環境保全の重視」と十分に合致している。また、大気汚染問題は中国のみならず、国境を越えた環境問題であり、

本事業の妥当性は高い。

2有効性･インパクト
本事業は、一部調達における技術評価において、中国側と日本側との協議により「黄砂モニタリングサイト（16 地点）

におけるモニタリング機材の調達・据付」が中止され、酸性雨に特化した協力に整理されたため、以下、本事業の効果につ
いて、「酸性雨モニタリングシステムの強化」に関して記載する。

本事業の実施により、事業目的（アウトカム）として掲げられた酸性雨モニタリングの強化については、データ測定機器
導入により、データ項目数の増加とともに毎時間連続測定が部分的に実現した。また、技術面については、マニュアルが整
備され、各観測站は、調達機材の運営、維持管理・修理のために必要な技術者を育成した。観測総站は 2回にわたり本事業
対象各観測站に対し研修を行い、測定方法とデータ整理、データ分析について説明を行うなどの人材育成が行われた。これ
により、酸性雨と大気汚染の測定能力が向上し、データの蓄積が実施され、環境管理面の技術レベルが向上するなど、一定
の効果発現が見られた。

一方、想定された 34 カ所での毎時間連続測定に対し、2010 年時点で連続データ測定が 100％実施されたのは20 サイトで
あり、部分的な実施が 8サイト、6サイトで全く実施されなかった。未実施の原因としては、断続的な停電（１ヶ所）や、
海抜が高く機器の限界高度を超過したことによる故障（１ヶ所）などである。EANET へのデータ提出については、本事業対
象 34サイトを含めた 43サイトからの提出を想定していたが、本事業対象サイトからの EANET へのデータ提出については、
事前に合意がされていなかった。

インパクトについては、本事業の成果が政策に運用されるまでにはまだ時間が必要であるものの、実施機関が環境保護部
に提出した課題研究成果・報告書は、中国環境分野の政策制度の確定において基本資料として利用された。日本と中国は、
本事業により得られるデータを、収集開始後 3 年間（2008～2010 年）、2 国間で共有することを合意し、提出された。しか
しながら、データ項目について、項目のうち pH、EC については中国側が独自に導入した機材で測定したものであり、その
データ提出については事業開始時の取り決めに含まれておらず、日本側には共有されていない。pH、EC 以外の数値は、こ
の 2項目の補足データであるため、2項目が欠けることにより、提出されたデータの活用には制限がかかっていた。また、
2011 年以降のデータ共有や、共有データを用いて研究成果を発表する場合には、別途合意が必要であるが、事後評価時点
ではデータ共有に関する協議は行われていない。この為、2011 年以降のデータは入手できないサイトが多かった。

よって有効性・インパクトは中程度である。

定量的効果

事前評価時実績値

（BD

目標年計画値

（2009 年-稼働開始 1

年後）

目標年実績値

（2009年）

2010 年実績値

（2010 年）

事後評価年

注：（2012

年）

指標 1:

新たに自動測定機

が導入された監測

站における、データ

取得数の増加

1 日１回、月 12 日測

定

毎時間連続測定（24/

日）

毎時間連続測定

（24 時間/日）

全項目実施サイト数：8

サイト

部分的実施サイト数：

17サイト

未実施サイト数：  9

サイト

毎時間連続測定

（24 時間/日）

100%実施：20サイト

部分的実施：8サイト

未実施：6サイト

2010年と同

レベル

指標 2：

酸性雨の分析デー

タ数、データ精度管

理の実施状況

現在は pH、EC の 2項

目

pH、EC、陰イオン 3

成分、陽イオン 5 成

分の計 10 項目に増加

すると共に国際レベ

ルの精度に達する

達成 達成 2010年と同

レベル

指標 3：EANET に対

してのデ―タ提出

地点数

9サイト 最大 43サイト 8サイト 8 サイト 8サイト

指標 4：

ADB-GEF に沿った黄

砂観測データの取

得

現在日常的な観測デ

ータなし

NA

（出所）中国環境監測総站、一般財団法人日本環境衛生センター
注：実施機関からの聞き取りによる。但し、明確な数字は入手できなかった。

3 効率性

本事業のアウトプットについては、上述のとおり「黄砂モニタリング機材の調達・据付」が中止されたが、「酸性雨モニ

タリング機材の調達・据付については、計画どおりのアウトプットであったことが確認された。黄砂モニタリング機材の中

止により、事業費は計画を大幅に下回った（計画比 41％）が、「酸性雨モニタリング機材の調達・据付」にかかるインプッ

トは予定どおりであった。事業期間は、機材の仕様について実施機関とコンサルタントの間で意見の相違があり、協議に時

間を要したため、計画を若干上回った（計画比 106％）。

よって効率性は中程度である。



4 持続性

本事業で整備された機材は、各地の環境観測站によって維持管理が行われており、中国環境観測総站が統括している。観

測站は、観測総站の下に省級サイトと地方級サイトがあり、本事業で機材を配置したサイトは全て地方級のサイトとなる。

体制面に関しては、人員配置は予定通り行われ、事前評価時に望ましいとされた体制になっている。地方から中央への観測

データの報告体制については、地方級観測站のデータは省級観測站に報告され、省級観測站は管轄省における観測状況を観

測総站に報告する仕組みである。地方級観測站における各データ本体は各観測站で管理している。観測総站によれば、本事

業サイトを含む一部の省級サイトからの24時間連続観測データの報告は正常に行われており、よって地方級サイトにおける

データ観測についても問題なく観測が実施されていると認識しているとのことである。

観測総站による各観測站向けの研修については、現在も、年ごとに対象の地域を定め、研修を継続的に実施している。

各サイトの運営維持費用は地方自治体から措置されている。機材の維持管理には、事前評価時の見積もりより多くの予算

措置が必要であり、またサイトによっては、運営経費の不足により一部機材の故障の対応ができない状態にあったなど、財

務に関して一部課題があった。

維持管理状況については、観測総站からのヒアリングによれば、多くのサイトで機材は十分活用されており、対象地方観

測站全体の施設は正常に機能している。また、定期検査も実施されている。しかし、上述のとおり、一部サイトでは運営経

費の不足により、故障の対応ができない状態が一時的にあり、維持管理状況の一部に問題があった。ただし、観測総站によ

れば、現時点では中国側は独自の予算で機材の修理あるいは入れ替えを行い、本事業サイトを含む一部のサイトで24時間連

続データ観測が正常に行われているとのことである。

以上より、一部のサイトは財務面・維持管理状況に問題があり、本事業によって発現した効果の持続性は中程度である。

Ⅲ 教訓・提言

実施機関への提言

1. 中国環境観測総站は、今後も継続的に故障機材を特定し、地方観測站での修理を促し、24時間連続測定を確実に実行す

ることが求められる。

2. 今後、環境保護部および EANET は、データ共有に関する新たな合意の締結を主導することが望まれる。また、データ共

有に関する両機関の合意がなされた際には、データ共有を継続的に行うことが望まれる。

JICA への教訓：

1. 本事業のように、国境を越えた環境問題への取り組みに関しては、事業によって得られたデータが相手国側や日本側の

関係機関で継続的に共有されるよう、事業計画時に取り決めておくことが望ましく、JICA は事業計画時に、取り決めの

有無につき十分留意すべきである。

2．正確な環境モニタリングのためには、仔細なデータを分析する必要があるため、機材の設置場所であるサイト選定の際

には、機材の限界高度等を十分考慮してサイト選定する必要がある。

山東省長島県のサイトにおける機材活用状況

（屋内）

山東省長島県のサイトにおける機材活用状況

（屋外）


