
Ⅰ. はじめに

　中国の経済発展は一方で深刻な環境問題をもたらし
ている。しかも、現在の中国では沿海部と内陸部、及
び都市部と農村部との間で経済発展の格差が極めて大
きいため、都市部では環境問題への対応が進んでいる
が、農村部では環境問題の現れ方も異なり、またそれ
への対応も異なってくるという困難がある。
　経済力のある地域では企業も行政も環境対策への取
り組みが進んでいる一方、地方の農村部では、地方政
府と企業が一体となって、経済開発を優先し環境を犠
牲にするという事態が発生している。
　このような経済発展における格差の存在と、中国の
政治・行政システムが絡み合って、環境問題への対応
をいっそう複雑なものにしている。その結果として、環
境政策として実施されている諸制度が、その目的通り
の実効性を発揮していないことが指摘されてきている。
　中国政府は2008年3月に環境保護総局を環境保護
部 1に格上げし、中央政府が環境保護に関する積極的
な取り組みを見せる一方、地方の環境保護対策が改善
しないまま、局地的な公害 2が各地で頻繁に発生して
いる。その原因として国家の環境汚染防止対策の不十
分性があり、特に、次の3点があげられる。
　①工業の不合理な配置
　全国約40に近い数の大都市に工業が集中している。
さらに、その内の13の大都市と超大都市に集中する
状況を呈している。こうした工業の過度の集中は、当
該地方の環境汚染を急速に深刻化させている 3。
　②地域総合予防制度の欠如 4

　環境汚染防止の予防的措置として後述する「三同時」
制度がとられてきた。しかし、この制度は建設プロジ

ェクトを中心に実行されてきた対策であるため、基本
的に依拠するのは環境基準あるいは排出基準である。
地域総合予防制度に結びつくものではない。
　③中小企業の環境管理が不十分
　1978年から中国の都市と農村の中小企業が急速に
発展してきた。1978年当時は140万近くだけだった
ものが、1985年に493万になり、1995年に718万に
増加した 5。1985年以降の10年間で、約46%の増加
があることがわかる。
　中国政府は80年代に ｢4つの現代化｣ を実現するよ
う国民に呼びかけ、一部の人が先に豊かになり、最後
はみんなで豊かになれるという方針をとってきた。い
わゆる｢改革開放政策｣6であり、今日にいたっている。
しかし、環境問題への取り組みが同時に行われてきた
が、その効果が発揮されたとはいえない。国として環
境保護関連法を制定・公布してきたが、地方での環境
政策が十分に行われていない。さらに、予防ではなく、
事後的対策を中心とする従来の考え方では、ますます
深刻な環境破壊に至るに違いない。また、環境保護関
連法はもっぱら国内法上の行政の規制を中心とする仕
組みであるが、グローバル化の中にあって、中国も、
環境に関連する国際的条約を国内の環境法制定に向け
て受け入れることも急務であるように思われる。
　2008年2月に水質環境汚染防止法が改正されるこ
ととなった。国民の健康、ひいては生態系の保護のた
めに、水環境を守らなければならない。このような行
政目的を達成するためには従来の目的である「公共性」
の実現に加えて、国民の健康利益とのバランスをとり、
効率のみならず公平であることが問われなければなら
ない。改正された水質環境汚染防止法は、法律レベル
では都市の水質環境汚染防止を中心としているが、細
則等によって地方の水質環境汚染防止をも視野に入れ
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たものになっていくか否か、注目されよう。本稿では、
1996年に公布された水質環境汚染防止法と2008年の
改正法とを比較し、水質環境汚染防止の観点から都市
と農村における水質環境保護対策を分析し、どのよう
に対応してきたのか、また、どうすべきかについて検
討を試みたい。

Ⅱ. 水質環境汚染防止法による規制

　中華人民共和国が誕生してから、数段階に渡り、
水質環境汚染防止に関する法律・法規を制定し・公
布した。年代順に並べると、1973年「工業三廃排出
標準」を公布し、1976年「生活飲用水衛生標準（試
行）」を公布し、1979年「漁業水質標準（試行）」と
「田畑灌漑水質標準（試行）」を公布した。しかしなが
ら、水質環境汚染防止法の正式な制定が遅れ、ようや
く1979年「環境保護法」の制定により、水質環境汚
染防止の基本原則を規定することになった。その後、
1984年に「水質環境汚染防止法」が制定され、これ
が中国初めての総合的な水質環境汚染防止に関する法
律となる。同法は水質汚濁の防止原則、監督管理体制
と制度、地上と地下水質汚染防止、法的責任など、全
面的な規定をおいている。「水質環境汚染防止法」の
具体的な実施をはかるため、国務院が1989年に、国
家環境保護行政部門に権限をあたえ、「水質環境汚染
防止実施細則」が発表された。その後、1996年5月
15日第8回全国人民代表大会常務委員会19目会議で
修正され、2008年6月に二度目の修正をおこなった。
20世紀70年代における世界の環境汚染（例として日
本の4大公害）をきっかけに、中国でも環境汚染防止
法が相次ぎ制定・公布されることになったが、一方、
経済の飛躍的な発展に伴い、環境破壊がますます深刻
になり、川にヒ素が流れ込み淮河周辺に ｢癌の村｣ 7

ができてしまう結果に至った。また、2005年11月松
花江で起きた水汚染事故がマスコミの報道により、そ
の深刻さを世界に知らせ、大きな波乱を起こし、当時
の中国環境保護総局局長が辞任に追い込まれるという
事態になった。このように、国民の生活飲用水を守る
べき行政の責任が追及される事態が生じている。局地
的な公害汚染を抑制し、拡大させないため、水質環境
汚染防止に関する2008年の法律改正が行われた。以
下、現行水質環境汚染防止法の目的、対象範囲、諸制
度について概観し、検討する。

1. 改正における立法者の考え方

　重大な水質環境汚染に対し、国家環境保護総局（現

環境保護部）は、「河川・湖沼における生息を保護する」
政策を提案した。改正後の水質環境汚染防止法は、「河
川・湖沼における生息を保護する」政策を実施するに
あたって、最有力の法的な保障となるものである。こ
の政策においては、厳格な環境対策、時代遅れの生産
能力陶汰、全面的な汚染防止、総合的手段の強化、公
衆参加、これら5つの対策が含まれ、以下に見るよう
に、改正後の水質環境汚染防止法の中にとりこまれて
いる 8。

2. 目的と対象範囲

　水質環境汚染の防止、環境の保護と改善を図り、飲
料水の安全を保障し、経済社会を全面的に持続可能な
発展と調和するように誘導することを目的としてい
る。改正前水質環境汚染防止法の1条にあった「水資
源の有効な利用」という文言を目的からはずし、「飲
料水の安全確保の保障」が新たに法目的となった。
　対象範囲として、中華人共和国領域内の河川、湖沼、
運河、水路（排水用と灌漑用）のほか、ダム等の地表
水と地下水の汚染防止を含む。海洋については水質環
境汚染防止法が適用されず、海洋環境保護法の定める
ところによる。

3. 管理基本原則と監督管理体制

　まず、管理基本原則として
　①予防（中心）と改善の総合原則
　②工業汚染、都市（城鎮）の生活汚染を厳格に抑制
し、農業面における汚染を防止する原則

　③生態系を守る建設プロジェクトを推進し、環境汚
染及び生態系破壊を予防し、抑制し、減少させる
原則がとられている（同法3条）。

　次に、監督管理体制については
　改正前水質環境汚染防止法において、各級の地方人
民政府の環境保護行政部門が水質環境汚染防止を実施
する統一管理機関であった（4条 9）のに対し、改正
法では、県以上の人民政府の環境保護行政主管部門が
水質環境汚染防止を実施する統一管理機関となった
（8条）。また、交通主管部門の海事管理機構が船舶汚
染水域管理機関となった（8条2項）。なお、県以上に
おける人民政府水行政、国土資源、衛生、建設、農業、
漁業管理部門および重要河川・湖沼領域水源保護機構
は、各自の職責の範囲内で、水質環境汚染防止の管理
を実施することとなった（8条3項）。しかし、人民政
府における環境保護行政部門と8条3項における人民
政府のその他の部門における管理権がどのような関係
にあるのかははっきりしていない。
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　改正前水質環境汚染防止法における保護と防止を接
合する原則（9条 10）が、予防を中心とする総合改善の
原則（同法3条）に改められた。生態回復プロジェッ
トを積極的に行い、水質環境汚染または生態破壊の抑
制、削減といった生活飲用水の保護を優先し、工業の
汚染を厳しく規制する総合的な手法である。改正前水
質環境汚染防止法が工業配置と水質環境汚染防止の相
互調和を図る（11条 11）こととしていたのに対し、改
正法では上記の②で述べたように厳格に工業汚染を抑
制することをはっきりと規定したことが注目されよう。

4. 主要な水質環境汚染防止措置

（1）水質汚染物質総量抑制と公表制度

　汚染を削減する方式としては、排出標準（日本の
「排出基準」）により排出を規制する手法が一般的であ
る。しかし、排出標準が遵守されていても、河川等の
水質が、水質環境質量標準（後述）を満たすとは限ら
ない。そこで、2008年改正後の水質環境汚染防止法
では、国家は重点的な地域における水質汚染物質排出
に対し、総量抑制制度を実施すると規定した（18条）。
この総量抑制制度とは、政令で定める一定の区域にお
ける特定の水質環境汚染物質の排出量について総量目
標を設定し、汚染物質排出者にふり分けることを内容
としている。県以上の人民政府の環境保護行政主管部
門は水質環境汚染防止法または条例に違反し、なお、
重大な水質環境汚染をもたらした企業を公表する（19

条2項）。具体的な方法と実施手順については国務院
が規定する。

（2）飲用水保護制度 12・13

　人の健康と社会生活の安定のために飲用水を保護す
ることが中国にとって急務になっている。国家は飲用
水水源保護区を設置し、一級保護区と二級保護区に分
け、必要なとき、飲用水水源保護区の圏外であっても、
一定の準保護区を画定することができる（56条）。飲
用水水源保護区の画定は、市、県の人民政府が案をつ
くり、省、直轄市、自治区の人民政府が批准する。一
級保護区では、水質環境汚染物質排出口の設置（57

条）・新設・増設・改造及び給水施設と水資源保護に
無関係な建設事業、ネット箱養殖、旅行、水泳、魚釣
りその他の飲用水体に影響を及ぼす可能性がある行為
は禁じられている（58条）。また、既に一級保護区内
で給水施設と水資源保護に無関係な建設事業を設置し
ている企業に対しては、県以上の人民政府が改善命令
ではなく、排除または閉鎖を命じることができる。
　飲用水水源二級保護区においても、上の新設、増
設、改造及び給水施設と水資源保護に無関係な建設事

業が禁じられている。既に二級保護区内で設置されて
いる施設に関しては、県以上の人民政府が企業に排除
または閉鎖を命じる。ネット箱養殖、旅行、水泳、魚
釣りその他の飲用水体に影響を及ぼす可能性がある行
為は、禁じられていないが、飲用水体汚染防止措置を
とらなければならない（59条）。
　準保護区域においては、水体に重大な汚染を及ぼす
新設、増設工事が禁じられている。また、汚染排出口
を増やす改造を行ってならない（60条）。
　中国における飲用水水源保護制度においては、上記
の条文から分かるように、飲用水水源保護区は、市、
県の提出した飲用水保護区計画案を直轄市、自治区、
省が批准することによって定められる。市を跨ぐ飲料
水保護区については、省、直轄市、自治区の人民政府
が批准 14するが、協議が調わない場合は、省、直轄市、
自治区の環境保護行政主管部門と水行政部門、国土資
源、衛生、建設部門が計画案をつくり、省、直轄市、
自治区人民政府が批准することとなっている。省を跨
ぐ飲用水水源保護区について、最終的には国務院が批
准することとなっている。環境保護部の権限がはっき
りとしておらず、そこに属する環境保護行政主管部門
の権限も明らかではない。
　飲用水保護一級保護区と二級保護区に関しては、汚
染排出口の設置は禁じられている（57条）。給水施設
と水資源保護に無関係な建設事業を設置し、汚染物質
排出施設を建設した場合、50万元（約650万円）以
下の罰金と施設の撤廃または閉鎖を命じることができ
る（81条）。しかし、飲用水準保護区について、重大
な汚染物質排出は禁じられる。問題は、中小企業の汚
染物質排出が深刻になっていることである。しかもそ
の特徴として、企業数の多いことと、分散しているこ
とが指摘されている。つまり、ひとつひとつの企業に
ついてはともかく、多数の企業による汚染物質の排出
が全体として問題となる。また、飲用水準保護区に企
業が集中していない都市における郊外地域、市、県に
おける小都市（郷鎮）といわれる地域が想定されるが、
これらの地域は環境保護整備が十分に施されていない
ことにも注目する必要がある。これらの問題を解決し
得る今後国務院の公布する「水質環境汚染防止法実施
細則」が注目されよう。
　
（3） 水質環境質量と水汚染排出に関するモニタリン

グ制度

　国家は水質環境質量と水汚染排出を観測する制度を
設けなければならない。国務院環境保護行政主管部門
が環境観測規範を制定し、水質環境状況を統一的に発
表する（25条）。
　国が指定した重要河川、湖沼流域については、水資
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源保護工作機構が、その所在する流域の省界水体 15の
環境質量状況を観測し、その結果をすみやかに国務院
環境保護行政主管部門と国務院水行政主管部門に報告
しなければならない（26条）。
　環境保護行政主管部門と管理監督権を授権されたそ
の他の部門は、管轄区域内の汚染排出企業・事業者に
対し現場検査を行う権限をもち、企業・事業者は、真
実を説明し、必要な書類を提供しなければならない
（27条）。
　
（4） 時代遅れの技術と設備の淘汰とクリーン生産の

推進

　水質環境汚染防止法において、国家は重大な水質環
境汚染をもたらす時代遅れの技術と設備を淘汰すると
し（41条）、企業は効率がいい材料を採用し、水質汚
染物質排出量が少ないクリーン生産技術を導入しなけ
ればならないと定め、同時に、水質汚染物質削減の管
理を強化している（43条）。国務院経済総合マクロ調
整部門とその他の関係部門とが協議し、重大な水質環
境汚染生産技術禁止リストと重大な水質環境汚染設備
の生産・販売・輸入・使用禁止リストを公布した。生
産者、販売者、輸入者あるいは使用者はリストにあげ
られた技術と設備を期間内に停止しなければならな
い。　
　生産者、販売者、輸入者あるいは使用者が重大な水
質環境汚染に関する上記のリストの中の技術あるいは
禁止されている設備を使用した場合、県以上の人民政
府経済総合マクロ調整部門が改善命令を出し、5万元
～20万元以内の罰金を課されることになる。極めて
重大な場合、同級の人民政府が業務停止、閉鎖を命じ
る（77条）。

5. 水質環境汚染防止標準と区画

　中国は土地が広く、地域ごとに水質環境と水の功能
に大きな差異がある。水質環境質量標準（環境基準）
と水質汚染物質排出標準（排出基準）に分け、かつ各
地域における異なる状況に適合することを踏まえ、水
質環境汚染防止法では、国家水質汚染物質標準（環境
基準）と地方水質汚染物質標準（環境基準）との二段
階構造をとっている。
　国務院環境保護行政主管部門は国家水質環境質量標
準（環境基準）を制定する（11条1項）。省、自治区、
直轄市人民政府は国家が未制定の項目について地方水
質環境質量標準を定め、国家環境保護行政主管部門に
報告する（2項）。
　国務院環境保護行政主管部門は、国家環境質量標準
（環境基準）と国家経済・技術条件による国家汚染物

質排出標準を制定する（13条1項）。省、自治区、直
轄市人民政府は国家が規定する項目あるいは既に規定
してある国家標準項目に上乗せする形で、地方水質環
境汚染排出標準（排出基準）を規定することができる
（2項）。地方における水質環境汚染物質排出標準（排
出基準）が既に制定されている場合、地方水質環境汚
染物質標準により執行する（3項）。
　水質環境汚染防止標準に関する規定としては、改正
前水質環境汚染防止法の6条、7条、8条の規定がそ
のまま保持されており、重要河川、湖沼流域の省界水
体について適用する水質環境質量標準を省、自治区、
直轄市人民政府が制定する、とされている（12条）。

6. 河川と湖沼における流域また区域区画管理

　改正法15条は、国家は重要な河川流域と湖沼区域
について水質環境汚染防止を統一的に区画管理すると
定める。国務院環境保護行政主管部門と国務院マクロ
経済部門、水管理部門等、省、自治区、直轄市人民政
府が河川の区画管理を企画し、国務院に報告する。
　その他、省あるいは県を越える河川流域と湖沼区域
については、省、自治区、直轄市の人民政府環境保護
行政主管部門と水管理部門等が防止計画を編成し、省、
自治区、直轄市の人民政府の審査をへて、国務院が批
准する。
　省、自治区、直轄市内の河川流域と湖沼区域につい
ては、自治区、直轄市の人民政府環境保護行政主管部
門と水管理部門等が防止計画を編成し、省、自治区、
直轄市の人民政府が批准し、国務院に報告する。
　県以上の人民政府は法律により批准された河川、湖
沼の流域における水質環境汚染防止計画を制定する。
　改正前水質環境汚染防止法は、河川における水質環
境汚染防止計画の大半を国務院が批准することとして
いた（9条）。改正法は、省、自治区、直轄市あるい
は県以上の人民政府にそれぞれの行政管轄内におい
て、水質環境汚染防止計画を編成し、批准する権限を
与えた。これは、河川あるいは湖沼における国と地方
の役割分担を明確にし、区域管理制度により、地方に
おける行政の責任を明らかにするねらいがあり、行政
の適正な執行を果たす観点からはひとつの前進だとい
えよう。
　中国には、長江、黄河、淮河、海河、遼河、松河江、
株江によって構成される7つ大水系がある。7つ大水
系の地表水資源量は地表水全体の77%を占め、その
流域に全人口の90%が経済社会活動を営んでいる。
この中で、汚染されていない河川はないといっても過
言ではない。中国の地表水の水質基準は、汚染の軽い
順に5段階に分けて基準値を設けている。たとえば、
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生物化学的酸素要求量（BOD）は、3㎎/ℓ以下がⅠ類、
3㎎/ℓがⅡ類、4㎎/ℓがⅢ類、6㎎/ℓがⅣ類、10㎎/ℓが
Ⅴ類という具合に基準値を定めている。Ⅰ類を満たす
水質には、汚染が認められないが、Ⅴ類基準の水質は
極めて汚染されていることになる。What's New in 深
圳の報道によると、黄河水利委員会が発表した『2007

年黄河水質資源公報』において、2007年度の調査で、
黄河全長の三分の一のエリアで、水質基準の最悪レベ
ルとなる劣Ⅴ類となることが分かった。また、汚染が
ほとんどないⅠ類、Ⅱ類に属するのは全体の16.1％、
Ⅲ類に属するのは27.5％、Ⅳ類に属するのは15.8％、
Ⅴ類に属するのは6.8％だった。
　黄河はひとつの例に過ぎないのであるが、全体的に
みるとそれほど大きな水質環境汚染がないようである。
しかし、少なくとも7つの省に跨っているから、どの
部分が深刻であるかが、重要である。しかも、上流が
汚染されていれば、下流の方にながれていくので、比
較的に重い責任を負わなければならない。上で述べた
ように、区画管理は、汚染された場合の責任の明確化
と防止するための政策の確定にも役にたつと思われる。
　また、黄河における汚染排出量については、2007

年度の黄河流域の汚水排出量は年間42.86億トンで、
このうち第2次産業からの排水が全体の70.6％、生活
排水が23.0％とされ、生活排水が大幅に増えているの
である。中国では、地表水の水質汚染を防止するため
に、工業・企業への汚染防止対策、小規模な生産活動
の禁止、河川へのモニタリングが行われている例から
分かるように、事業者あるいは生活排水が多くなって
きていることから、強制的な手段で削減させるとして
も、一つ一つの家庭ごとに水質汚濁物質排出量をチェ
ックするというのは、不可能なことであり、しかも、
これからの人々の消費観念にも関係してくるものであ
るから、生活排水の問題は、大きな課題として残って
いるといわざるをえない。

7. まとめ

　改正《中華人民共和国水質環境汚染防止法》の全文
は8章92条で構成され、改正前 16の7章62条より拡充
された内容となっている。すなわち、①総則、②水質
環境汚染防止の標準と区画、③水質環境汚染防止の管
理監督、④水質環境汚染防止措置、⑤飲用水水源とそ
の他特殊水質環境保護、⑥水質環境汚染事故措置、⑦
法律責任、⑧附則である。中国ではここ数年、水質汚
染がさらに進み深刻な状況となっており、そうした事
態に対応するため、中国政府はさまざまな抑制政策を
とってきた。たとえば、各種の水質環境汚染防止計画、
環境影響評価制度、汚染排出費用徴収制度、総量規制

制度などが導入された。しかし、依然として深刻な汚
染が続いている厳しい状況を前にして、第11次5カ年
計画の汚染物質排出目標を達成するためには、違法行
為を処罰する法的根拠も各規則によりばらばらな現状
を打開し、それらの関連政策を《水質環境汚染防止法》
に統合化して法律の効力を強化する必要があった。そ
のような主旨の下、2008年の改正案が2月末に可決さ
れたのである。
　主要な改正点としては以下のものがあげられる。
①従来の末端での処理から、汚染発生源での抑制を重
視し、地方人民政府の責任をより明確にした。②重点
水質汚染物質の総量規制を強化し、県級以上の人民政
府は違反企業名を公表することを明確にした。③汚染
物質排出許可制度の実施を国家の法律で初めて規定
し、汚染排出行為の規制を規範化した。 工業廃水を
排出する企業に対し、モニタリング装置の設置、監測
データの保存を要求している。④小都市（郷鎮）に対
して汚水集中処理施設を建設・運営することを規定し
ている。⑤飲用水水源保護区の管理制度をより具体的
な形で規定している。⑥企業に対し、水質汚染事故の
予防体制、及び事故が発生した際の応急措置・報告体
制を規定している。⑦違反行為の処罰を強め、損害賠
償の規定で賠償額を引上げて違法行為の減少を図るな
ど、企業及び企業の役員の汚染及び汚染事故に対する
賠償責任を明示している。 

　しかし、発生源（工業・企業）抑制を直接目的とし
て規定しておらず、4章において5節に分類し、対策
を規定しているが、結局、その権限は国務院に属する
こととしている。日本の水質汚濁防止法の1条（目的）
は ｢工場及び事業場から排出される水の排出及び地下
に浸透する水の浸透を規制する…｣ とし、水質汚濁を
もたらしている工場、事業場あるいは人々の生活排水
を規制することを目的としているに対し、改正法は汚
染源の抑制を明確にしないまま施行することになっ
た。しかしながら、都市における工場・事業場、また
は小都市（郷鎮）における小企業の増加につれ、それ
らの水排出によって水質汚濁が起きている状況はいま
だに変わりはない。以下では、水質環境汚染防止法を
踏まえ、同法における都市と地方［小都市（郷鎮）と
農村地域］における水質環境汚染対策について検討す
る。

Ⅲ. 工業・企業とその水質環境汚染
防止

　中国では約80%以上の汚水（工場からの排水と生
活における排水）が処理されていない。全国の3分の
1の河川が汚染されている。さらに、90%以上の都市
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の水域が深刻な汚染状況にあるとの統計も出されてい
る 17。
　表1-1排水量推移から分かるように、工業の排水に
おいて90年代後半は減少傾向にあったが、2001年以
降は高度成長に伴って再び増加傾向にある。主な業種
は科学工業、製紙、電力、金属精錬で、全排出量の
54.6%をしめる。生活排水は、中国の急速な都市化を
反映して増加傾向にあり、1999年以降は生活排水量
が工業排水量を上回っている。
　このような深刻な水質環境汚染状況にもかかわら
ず、中国では環境と経済の両立を図ろうとして、｢都
市農村一体建設｣ が進められている。その狙いは、工
業を都市・農村の発展の基本とし、それによって大都
市と小都市（郷鎮）および第2次産業と第3次産業の
発展につなげるもので、工業の配置は集中発展区に集
めることが予定されている 18。その結果、大都市の行
政区画が広がり、開発が進められ、環境への汚染排出
が懸念されよう。水質環境汚染防止法では都市の汚水
は集中処理しなければならないと規定されている 19。
国務院と地方各級人民政府は都市の水源を保護し、水
質環境汚染を防止することを都市計画に取り入れるこ
ととなっている。大都市排水管を建設し、計画的に汚
水集中処理施設を建設し、都市水質環境の総合整理を
図る。国家の規定に従い、汚染者に有償で処理施設を
使用させ、汚水処理費用を徴収する。汚水処理費用は
都市における汚水処理施設の建設と運営に使用し、そ
の他の目的では使用してはならない。
　北京市は、2008年12月15日、今後3年以内に、市
内の全下水処理場からの排水を再利用可能な水質にま
で徹底処理すると報じられた。北京排水協会によると
現在、同市の下水処理率は93％。うち、再生処理水
に生まれ変わる下水は6億 tに達しており、その利用
率は50％に上る 20。下水処理場に送られない残り7％
の下水は郊外の農村部に集中しているが、これらの処

理問題解決には、莫大な費用がかかり、郊外の農村部
においては処理施設を設置または管理しえないことが
懸念されている。

1. 工業に対する水質環境汚染防止について

　工業に対する水質環境汚染防止対策は、中国建国と
ともに積極的に国が取り組み、1973年に ｢工業三廃
排出試行標準｣ が公布され、1984年に水質環境汚染
防止法が制定された。環境汚染を防止する観点から中
国独自の ｢三同時制度｣ と中国環境影響評価法がセッ
トとなり、工業からの汚染を抑止する機能を果たすも
のとして、汚染を排出した企業・工業に対する ｢汚染
排出費用徴収制度｣ がある。
　
（1）三同時制度

　三同時制度は、中国の環境管理制度のなかで、最初
の制度として規定された 21。「三同時」とは、工場の
基本建設、技術改造、地域あるいは自然資源開発、そ
れらの改造・拡大を含めて段階的に汚染防止・管理施
設（その他の公害の施設）を本体工事と同時に設計、
施工、操業する制度である 22。これと同じく環境汚染
の事前防止をはかる中国環境影響評価制度は、環境へ
重大な不利益を与える建設事業を行う際に、予防する
制度である。
　三同時制度は、1979年 ｢環境保護法｣ の中に規定
され、1981年の ｢基本建設に対する環境保護管理方
法｣ で、基本建設事業における三同時制度に関する具
体的な規定をおいた。1984年に国務院は ｢環境保護
に関する決定｣ の中で、上記の4つの行為に加えて、
環境を汚染させる可能性がある事業と自然開発も「三
同時」の適用範囲に含めるとした。その後、大気汚染
防止法、水質環境汚染防止法、環境騒音汚染防止法も
相次いで、異なる角度から「三同時」を実施する規定

1－1排水量推移

生活排水 工業廃水 合計 生活（%） 工業（%）
1997 189.1 226.7 415.8 45.5 54.5

1998 194.8 200.5 395.3 49.3 50.7

1999 203.8 197.3 401.1 50.8 49.2

2000 220.9 194.3 415.2 53.2 46.8

2001 230.3 202.7 433.0 53.2 46.8

2002 232.3 207.2 439.5 52.9 47.1

2003 247.6 212.4 460.0 53.8 46.2

2004 261.3 221.1 482.4 54.2 45.8
　注　：生活排水は都市部のみ。工業排水には農業部の工場からの排水も含まれている。
出所：『中国環境統計年報2004』
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を定めた。2008年に改正された水質環境汚染防止法
では、新設、改造建設、拡大建設により、直接あるい
は間接に水体に汚染物質を排出させる行為あるいはそ
の他の水上の施設については、環境影響評価を行わな
ければならないとし、水質環境汚染防止施設における
建設は、主体プロジェットと同時に設計し、施工し、
操業しなければならないと規定されている（水質環境
汚染防止法17条）。
　以下、企業・工業における三同時制度について若干
の検討を試みることにする。
　①実行率
　中国の三同時制度は環境汚染を事前防止する意味で
はとても重要な制度である。しかし、その実行率が低
いことが指摘されている。1994年までには、県以上
のレベルの事業者数ベースの三同時実行率は67.3%で
あった 23。しかも、汚染処理施設の稼動率が低いとい
う問題がある。すなわち、「三同時」のうち、同時操
業が実行されていないのである。三同時制度の最終目
的は、発生した汚染物質を汚染処理施設の稼動を通じ
て処理し、汚染物質排出量を削減することである。
　1995年までは、中国の鉱工業・企業に設置されて
いる各種環境設備は合計38万6930基に上り、その中
で、汚水に関する廃水処理施設は、70,709基に上る。
しかし、それらの設備は、3分の1は正常に稼動し、
3分の1はまったく稼動しておらず、残った3分の1は
稼動が正常ではない（国家環境保護局情報研究科）24。
つまり、環境設備の本来の目的は達成されていない。
　その原因としては、建築主が、生産活動を正常に行
うため、「三同時」を実行しているだけであって、行
政部門の検査に合格したら、汚染処理施設の運転を止
めてしまう可能性が高いことが指摘されている。なぜ
ならば、後述の汚染排出費用徴収制度による費用を支
払ったほうが運転するときのコストより低いからであ
る。
　もっとも、年々の改善を見ることによって、2001

年になると、三同時制度及び環境影響評価の執行率が
97%に上る（『中国環境年鑑2002年』）。91事業（そ
のうち、新設が65、拡大及び技術改善が26）について、
環境保護設備竣工の検証に合格した。その際の環境保

護における投資が152.50億元である。
　総合的にみると、1995年に比べ、実行率が相当高
くなった。しかし、その環境保護整備の投資のほとん
どが火力、道路、水利発電、鉄道、機械製造、公共事
業、製紙業に集中している。廃水処理施設における汚
染処理能力の増加表から分かるように、中国の国有企
業を中心とする工業に対して環境保護整備の投資を行
うことになり、しかも、産業業種ごとにかなりの差が
出ている。もっとも、建設類と紡織類の建設について
は、汚水処理増加能力がほとんど発揮されていないが、
その原因は明らかにされていない。このような状況か
ら、推測すると、環境保護整備の投資が偏っているこ
とにより、水質環境汚染が深刻になっていることを指
摘できよう。
　一方、「三同時」を実行監督する環境行政機関は、
操業開始までの企業行動を監督できるが、それ以降の
行動を日常的に監督することができないと考えられ
る。その理由は、企業の数が増え続けているにもかか
わらず、環境保護機関の監督能力がそれに応じて増加
していないことである。
　
　②大企業と中小企業による三同時制度への評価
　三同時制度に対して積極的な評価をするものは、国
有企業の比率が高く、企業規模も比較的大きいものが
多い。しかも、三同時制度が適用されたことのある企
業による評価が高くなっている 25。また、環境政策を
とっていることは将来の中国企業の国際競争力を強め
ると回答する企業が多かった。
　他方で、地方企業（郷鎮企業）は県レベルの監督行
政組織の不備から、三同時制度の実行率が低い。地方
人民政府が地域の経済発展あるいは雇用問題への対応
を維持するため、企業を保護することが地域の環境政
策に悪い影響をもたらしている。
　
（2）中国の汚染排出費用徴収制度 26

　①汚染排出費用徴収制度の経緯
　「三同時」という直接型環境汚染対策制度に対し、
汚染排出量に応じて費用を徴収する間接型の環境汚染
対策の手法もある。後者も中国の環境汚染防止対策と

廃水処理施設における水質環境汚染処理能力t/dの増加表

火　力 道路建設 石　油 化学工業 水利発電 鉄道建設 金属類

34418 50 59641.19 58330.4 475 2100 286145

電子類 機械製造 公共事業 建設類 製　紙 紡　織

16155.298 485 230700 ― 86706 0
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して汚染の削減機能を果たしてきたが、中央と地方の
格差の広がりにしたがい、それへの再検討が求められ
ているといえよう。
　日本で出版されている本の中では、｢汚染課徴金｣
あるいは ｢排汚収費制度｣ など、論者によって統一さ
れていない。後者は中国語の文字通りの訳である。国
の基準を超える汚染排出に対する費用徴収は課徴金の
性格を持っているものもあり、1979年の ｢環境保護
法（試行）｣ 公布以降に建設・増設された工場からの
汚染物質排出に対して2倍の超過排出費を徴収するこ
ととなっているように罰金類似の性格をもっているも
のもある。その使用目的が環境保全事業に提供しなけ
ればいけないことから、特定財源としての役割も果た
すことが期待されている。
　1978年に中国共産党中央が定めた ｢環境保護工作
彙報要点｣ において基本方針が示され、1979年の ｢環
境保護法（試行）｣ で法制化された。1984年から工業
からの廃気、廃水、廃物（固定廃棄物）に対し、超過
物質排出量を対象に徴収されていた。現在日本で検討
されている環境税が地球温暖化対策であるのに対し、
中国の汚染課徴金は大気汚染物質、水質汚濁物質、廃
棄物、騒音に対しても広く賦課される 27。
　
　②汚染排出費用徴収の基準・手続・対象
　汚染排出費用徴収の根拠規範としてのそれぞれの法
で、汚染源から一定の汚染課徴金を徴収することが定
められているが、徴収目的や徴収基準、徴収手続等の
具体的な制度内容については規定されていない。この
ように、課徴金は政府による強制的な金銭の徴収であ
るにもかかわらず、その具体的な制度内容については
国務院の行政法規や国務院の各行政部門の規則（規章）
によって定められている。
　汚染排出費用の徴収対象は、汚染物質を排出するす
べての組織及び個人経営の商工業者とされており、工
業・企業だけではなく、病院、ホテル、畜産業者も含
まれる。1979年環境保護法（試行）では排出基準違
反者から徴収していた（同法18条）が、1984年の水
質環境汚染防止法は、排出基準違反ではなくても、徴
収することとなった。2003年に大幅な制度改革が行
われ、資金の使用に関する ｢汚染源の改善に関する基
金の有効利用暫定方法｣ が廃止され、｢汚染排出費用
の徴収、利用及び管理に関する条例｣ が同年7月に基
本法規として施行された。水質環境汚染排出に関し、
基準を超える汚染物質に対する徴収額は基本額の2倍
とされ、これまで、水質環境汚染物質排出と大気汚染
物質排出が重なるとき、排出量が大きいいずれか1種
類の汚染物質に対しのみ徴収がなされてきたが、今後
は、排出量の大きいもの3種類について合計された額

が徴収されることとなった 28。
　
　③地方への環境汚染対策の観点から見直すべき点
　（a）企業の内発的なインセンティブへの働き
　国の主管省庁という所有者が存在する国有企業で
は、民営化されていないため、環境対策投資を含む設
備については、所有者としての建設費あるいは更新改
造費として必要な費用を計上する財政が長らく維持さ
れてきた。共同原則に基づいて一般財源の税収から国
家環境保護財政を支出するものであり、独立採算制を
とる私企業にあっては考えられないことである。設備
投資資金が企業の努力によって捻出されないのであ
り、内発的なインセンティブが働く環境汚染対策にな
っていない。特に、国有企業における環境汚染対策費
用は、企業コストの一部分をなしていることから、結
局利益の中に反映され、国が負担していることになっ
ている。
　（b）地方の環境保全事業への資金確保
　中国では公的な環境保護事業に、租税の一般財源資
金ではなく、特定財源資金を充ててきた。都市の公共
施設、公園緑化、河川浄化および浄水場などの社会資
本投資は都市環境の整備と関係していることから、地
方の租税収入から賄われることが当然である。しかし、
この支出のために計上される都市維持建設費の財源
は、建設管理や水源など地方の目的税、汚水処理費の
徴収金及び公益事業の収入であり、共同社会のニーズ
を満たすには程遠い金額である。このように、地方の
都市基盤や環境衛生など生産性の低い領域には、同じ
社会資本投資でも共同原則は重視されてこなかった。
また、地方人民政府の特定財源となる租税が多ければ
中央政府財政の比重が低くても問題はないが、地域格
差もあり、伸び率に限界のある税収に依存していたの
では、都市環境の整備がいつまで経っても経済成長に
追いつかない。
　（c）水質環境汚染防止への強化
　中国における汚染排出費用徴収制度は、水質汚濁を
改善する制度というより、排出権の性質を持っている
と批判する論者もいる。それは、企業が排出費用を払
うことによって排出が認められることにある。もっと
も中国における国営企業は、排出量が多いため、その
効果は著しく低い。徴収費用が低額になっているため、
汚染防止施設を建設または操業するより、汚染排出費
用を支払ったほうが企業にとって負担が軽いことがあ
げられよう。
　
（3）工場における水質環境質量標準について

　規制の根拠になる環境基準あるいは排出基準は、人
の健康に影響を与える人間の活動の禁止だけではな
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く、生態系に影響を及ぼす可能性がある人間の活動も
当然に考慮しなければならない。生態系の破壊により、
間接的に人間の生活基盤が失われる恐れがあるからで
ある。
　日本においては、環境基準を人の健康の保護及び
生活環境の保全のうえで維持されることが望まし
い基準とし、終局的に、大気、水、土壌、騒音を
どの程度に保つことを目標に施策を実施していく
べきかという目標を定めたものが環境基準である。
　環境基準は、「維持されることが望ましい基準」で
あり、行政上の政策目標である。これは、人の健康等
を維持するための最低限度としてではなく、より積極
的に維持されることが望ましい目標として、その確保
を図っていこうとするものである。また、汚染が現
在進行していない地域については、少なくとも現状
より悪化することとならないように環境基準を設定
し、これを維持していくことが望ましいものである。
　また、環境基準は、現に得られる限りの科学的知見
を基礎として定められているものであり、常に新しい
科学的知見の収集に努め、適切な科学的判断が加えら
れていかなければならないものである。このように、
｢保持すべき基準｣から｢望ましい基準｣になったのは、
当時、経団連と通商産業省の猛烈な反発があり、｢保
持すべき｣ というのは義務づけられることになるので
あって、科学的な知見が必要となるとし、｢望ましい
基準｣ という言葉に改めた経緯がある。しかし、法律
または政令で排出基準を制定し、これに違反すれば、
罰則あるいは改善措置命令を行える仕組みになってい
る。
　これに対し、中国における環境標準とは、国家が環
境質量の保護、汚染の抑制はもとより、人の健康、社
会の財産と生態系のバランスを保つため制定した技術
的指標と規範の総称である 29。最初は工業密集、人口

集中、重大な汚染地区における汚染抑制法の中に汚染
排出標準として定められていた。
　環境標準には、規範性あるいは法的拘束力があると
されており、法的授権により、国の環境保護部と地方
の環境保護行政主管部門が制定する。また、中国の
環境標準体系は、2級4種類に分けられる。つまり、2

級とは国家級と地方級（省級）のことであり、4種類
とは、環境質量標準、汚染物質排出標準、環境保護基
礎標準、手続標準である。
　水質環境汚染防止法のなかには、前述の通り環境質
量標準と環境汚染物質排出標準という2種類の環境標
準がある。環境質量標準は、人の健康を保護する目的
で定められているのに対し、環境汚染物質排出標準は
人の健康と生態系の良好な循環を目的して定められて
いる。後者は、制度としてより厳しい規制をかけるも
のである。
　水質環境汚染防止法では、水質環境に関する水質環
境質量標準と水質汚染排出標準が定められている。具
体的な標準については、国務院が公布する「水質環境
汚染防止実施細則」により規定されている。地方（省、
自治区、直轄市）条例で、国の水質環境質量標準ある
いは水質汚染排出標準で定められている基準より厳し
い基準を規定することが認められている（上乗せ）こ
とはもとより、国の法律・法規に定められていない水
質環境汚染物質についても地方の事情を勘案して個別
の基準を定めることができる（横出し）。
　①地表水と地下水ごとに地表水環境質量標準（陸上
水域でのCOD､ BOD､ pH､ 重金属､ 農薬等の濃度抑
制基準）と地下水質量標準（地下水のCOD､BOD､pH､
重金属､ 農薬等の濃度抑制基準）とがある。②重要な
水質環境汚染物質について、汚水総合排出標準（最も
普遍的かつ重要な水質環境汚染物質の排出基準、69

種類の水質環境汚染物質の許容排出濃度、許容排出汚

1-2COD排出量推移

生活系 工業系 合　計 生活系（%） 工業系（%）
1997 684.0 1,073.0 1,757.0 38.9 61.0

1998 695.0 800.6 1,495.6 46.5 53.5

1999 697.2 691.7 1,388.9 50.2 49.8

2000 740.5 704.5 1,445.0 51.2 48.8

2001 797.3 607.5 1,404.8 56.8 43.2

2002 782.9 584.0 1,366.9 57.3 42.7

2003 821.7 511.9 1,333.6 61.6 38.4

2004 829.5 509.7 1,339.2 61.9 38.1

2005 1,413.0

10・5計画目標 1,300.0
出所：『中国環境統計年報2004』
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水量等を規定）があり、③工業の業務によって、造紙
工業水質環境汚染物質排出標準（製紙・パルプ工場に
おける5種類の水質環境汚染物質の許容排出濃度、許
容排出汚水量等を規定）、鋼鉄工業水質環境汚染物質
排出標準（製鉄所における9種類の水質環境汚染物質
の許容排出濃度、許容排出汚水量等を規定）、そして
紡織染色工業水質環境汚染物質排出標準（紡織･染物
工場における10種類の水質環境汚染物質の許容排出
濃度、許容排出汚水量等を規定）がある。
　代表的な水質環境汚染物質の指標であるCOD（化
学的酸素要求量）は以下の表1-2COD排出量推移から
分かるように、工業系の排出量は、排出規制の強化、
工場からの汚染物質抑制等により、1997年1,073.0t

から2004年の509.7tと半減した。しかし、生活系の
排出量は年々増えつつある。工業系の排出量と生活系
の排出量とを総合的に見れば、2000年の1,445.6tと
2004年の1,339.2tと比較すると7%減少に止まってい
る。

（4） 水質環境汚染防止法における工業・企業への汚

染防止

　水質環境汚染防止法40条、41条、42条、43条にお
いて工業水質環境汚染防止措置を定めている。これは
改正前水質環境汚染防止法11条、22条、23条をその
まま保持し、若干の内容を付け加えたものである。
　
　①工業の立地について
　国務院関係部門と県以上の人民政府は合理的な工業
配置を企画しなければならないとし、水質環境汚染企
業に対し技術改造を要求し、総合的な防止措置をとり、
水の重複利用率を高め、廃水及び汚染物質排出を削減
すると定めている（40条）。
　
　②水質環境汚染防止における行政の管轄
　この条文において、改正前水質環境汚染防止法11

条の「各級地方人民政府」が「県以上の人民政府」に
替えられ、また、「合理的な利用」の文言が削除された。
前者について、改正後水質環境汚染防止法の条文（41

条に限らず）から規制をかける主体が国務院と県以上
の人民政府との二段階構造になっている。これは、日
本における国と地方公共団体との分権と大いに異なる
ところであり、最終的には国務院の管轄に帰属される
ことになっている。後者については、水質環境汚染防
止法1条、つまり法の目的から水の合理的な利用をは
ずしており、上記の条文からも、そのような趣旨が読
み取れる。水の合理的な利用は、｢中華人民共和国水
法｣ 30の定めによる。

　③工業・企業の技術開発
　国家が時代遅れの著しい技術と設備の淘汰を実施す
るとし、その権限は国務院経済総合管理部門と関係部
門に属するとされ、結局、国務院の権限に属すること
になっている（41条）。
　
　④中小企業に対する水質環境汚染防止に関する規制
　国家は国家産業政策に適しない小企業の新設を禁止
する（42条）。しかも、改正前水質環境汚染防止法11

条の規定にある製紙、染色、燃料（石炭洗選）、製革、
電鍍（メッキ）、農薬に加え、コークス硫黄、ヒ素、水銀、
石油、アスベスト、セメント、ガラス、鉄鋼、火力発電、
及びその他重大な水環境を汚染させる生産事業を規定
した。
　水質環境汚染防止法における工業・企業への規制は、
大きく2種類ある。ひとつは、水質環境汚染物質排出
標準を定め、違反した場合、罰則あるいは改善命令を
し、一年以内に改善されなかった場合、生産停止を命
じることによって環境保全が確保される（上記Ⅲの
3）31というものである。しかも、有害物資と油類の水
質環境汚染も禁止されており、違反した場合、罰則（最
大で50万元）が科されることになる（76条）。もうひ
とつは、中小企業の新設にかかる禁止である（42）。
水質環境汚染防止措置が施されてない場合の新設が禁
止され、違反した場合には閉鎖命令が出される。中小
企業が急速に増加してきている現状から見ると、環境
への支障を減らすため、このような厳しい規制が期待
されよう。

2. 水質環境汚染防止法における地方企業（郷鎮
企業）に対する汚染防止

　水質環境汚染防止法では、小都市（郷鎮）における
汚水は集中処理しなければならないとしている（44

条1項）。集中処理施設について県以上の人民政府が
財政予算とその他の手段で資金を用意し、汚水集中施
設及び配管を建設しなければならず、行政区域におけ
る汚水の集中率と処理率を上げるよう努力しなければ
ならない（2項）。
　中国での地方産業は貴重な地元財源である。これま
で各省や県レベルの人民政府は、公権力を発動してま
で企業の汚染に目を光らせるという空気があまりなか
った。それが地方企業（郷鎮企業）による環境汚染を
招いた要因でもある。ただ、日本のように、住民や被
害者の声が自治体を突き動かし、ついに人民政府に重
い腰を上げさせるというパターンは現状では望めな
い。結局、中央が強力な指導力を発揮して地方政府を
引っ張っていくことが、産業公害対策を前進させる一
番の近道であろう。後は、費用や維持・管理面で、ど
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れだけ国情にあった汚染処理施設を開発できるかにか
かっている 32。
　問題提起において述べたように、中国における地方
企業（郷鎮企業）は経済発展の原動力となっている。
特徴として、規模が小さいことと、農村の安い労働力
を利用した労働集約型の生産構造となっており、1人
あたり固定資産額も国有企業に比べて著しく低いこと
が上げられる。地方企業（郷鎮企業）の発展は、農村
部の所得を飛躍的に向上させた一方、環境問題も農村
部へもたらすこととなった。地方企業（郷鎮企業）は
農村部の管轄にあり、環境保護も農村部が一括して管
理を行っていたため、環境汚染への規制が国有企業よ
り弱かった。それに、地方企業（郷鎮企業）は一般に
規模が小さく、資金力や技術力も国有企業に劣るもの
が多いため、十分な環境対策をとる余裕のある企業は
少ない。故に、地方政府の監督や施策も、地方企業（郷
鎮企業）の数が多く、農村部に散在しているといった
ことから、必ずしも十分に行き届いていない。
　環境汚染防止政策として、三同時制度と汚染費用徴
収制度は地方企業（郷鎮企業）に対しても原則として
適用されるが、地方企業（郷鎮企業）の数が多いこ
と、分散していること、資金が不足しているなどの原
因で、事前防止の機能を果たしていないことが明らか
である。たしかに、国家環境保護部と監察部が全国的
に検査を行ない、しかも短い期間を区切って、工場閉
鎖という強硬な手段を地方企業（郷鎮企業）に対して
用いることが認められ、水質環境汚染防止法も42条
において、国家産業に適しない小企業に対し、新設を
禁じている 33。しかし、全体としてみると、なお、十
分な成果があがっているとはいえないのである。
　一方、銀行は地方企業（郷鎮企業）への融資を停止
し、他方、環境対策のための技術改造や「三廃」の総
合利用、農業生態の環境政策をサポートしているよう
に、国家及び地方人民政府が環境保全事業への投資を
積極的に進めていくことがこれからの地方企業（郷鎮
企業）への環境汚染防止対策にとって重要な課題であ
るといえよう。

3. 水質環境汚染防止法における農業に関する汚
染防止

　農業集中水域からの地表水による窒素の流出 34のよ
うに、農薬を過剰に使うことにより汚染をもたらして
いることが指摘されている。これは、都市を中心に水
質環境汚染防止対策をしてきた結果、農村における水
質環境汚染が拡大し、それへの対策が遅れていること
の現れである。以下に2点を指摘しておきたい。

（1）農村改革と都市化

　農村部では開発の影響をうけ、土地を失う農民が増
加し、彼らが出稼ぎ労働者として都市部に大量流入し
て社会問題となってきた。それが「三農問題」（農民、
農業、農村）である。農村部と都市との収入格差があ
まりにも大きく開いたため、2004年に中国中央政府
より「農民の増収を促進する若干の政策に関する中共
中央・国務院意見」（一号文件）を発表し、農業税率
の引き下げや農業特産品税の廃止となった。また、政
府財政支出を増やし、食糧の流通体制を改革し、食糧
を生産する農民への直接補助をおこなうなどの政策が
策定された。しかし、これだけでは、根本的な対策と
は決してならない。奥田進一教授（拓殖大学政治学部）
の言葉を借りれば、中国の「三農問題」の本質は、農
民の収入をいかに増加させるかではなく、農民を重荷
からいかに解放し、平等な権利を持つ中国の国民にさ
せるかということである 35。
　土地は農民にとって生命線である。国の政策によっ
てそれを失わせることになるから、当然生活の保障も
できなくなる。上記で述べた、太湖周辺の農村農地で
観測したデータから分かるように、窒素が作物の施肥
時期に増加、稲の生長時期には減少していることを、
農民だけではなく、国と地方人民政府も認識していな
いといっても過言ではあるまい。
　水質環境汚染防止法は、農業に関し2ヶ条の規定を
おいている。国が農薬の安全使用に関する標準を定め
（47条）、県以上の人民政府農業行政主管部門とその
他の部門が科学的な農薬の使用を指導し、化学肥料と
農薬の過剰使用を抑制する（48条）というものである。
　中国においては、農薬対策について非常に消極的な
姿勢を示している。上記の条文からは、農薬の過剰な
利用だけを禁じていると読むことができよう。農薬を
使うことによって、基準値を満たしていても、あるい
は化学的な使用方法にしたがっていても、土壌での残
留性の程度から見て、土壌汚染が生じ、それによって
汚染される農作物の利用が原因で、人に被害を生じさ
せることは否定できない。

（2）農村における公害と患者

　淮河は中国の7大河川の1つであり、汚染は現在に
至っており、公害被害を被った患者の救済は不十分な
ままである。淮河流域の生態環境破壊の現実を変える
ため長年にわたり支援活動を実施してきた霍岱珊氏は
現状について「生態災難は、現地でこれまで起こった
いかなる時期の災害をも越えており、戦争、伝染病、
飢饉すべて比べものにならない。たったひとつの小さ
な村、黄孟営村で、近年116名の村民が癌でなくなり、
84%の村民が毎年下痢を起こし、多くの妊娠適齢期の
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夫婦が不妊症となり…児童が先天性の疾病、知的障害、
奇形に侵されている。このような村は100はある」と
述べている。このようなことから上流にある企業がい
かに川を汚染してきたかということの深刻さがわかる。
　人の生活及び健康に被害を与える恐れがある場合に
事前防止を図ることと同じように、人の健康に影響を
与えた場合にも、事後的救済の必要がある。中国の不
法行為制度に関しては、「民法通則」が原則的に規定
するのみで、専門分野に関する個別法は未制定の状況
にある。被害者の救済のための損害賠償については、
数多くの行政規則や司法解釈が出ており、ある程度は
体系化されてきたが、なお、不十分であるといえよう。
　日本の水質汚濁防止法では、「工場および事業場か
ら公共用水域に排出される水の排出および地下への浸
透を規制する」ことと「生活排水対策の実施を推進す
る」ことの2つの面から公共用水域及び地下水の水質
汚濁の防止を図っており、また工場及び事業場から排
出される汚水及び廃液に関して人の健康に係わる被害
が生じた場合における事業者の損害賠償の責任につい
て定め、被害者の保護を図ることを目的としている（第
1条）。健康項目にかかわる排水基準については、事
業場の規模を問わずすべての排出者に適用されるが、
生活環境項目にかかわる排水基準は、一日の平均的な
排水の量50立方メートル超の工場または事業所を対
象として規制を適用している。しかし、中国における
水質環境汚染防止法では、このような、事業者に責任
を負わせる規定は存在しない。次世代にも影響するよ
うな二次被害から救うために、地方人民政府が積極的
に資金集めをし、地域住民またはNPOを含めた、外
国からの民間環境保護組織の救援活動を受け入れるこ
とが期待されよう。

Ⅳ. 環境汚染防止の視点からみた
公共性

　中国は社会発展あるいは経済発展を目指し大きく変
わってきた。計画経済から市場経済へ転換したときか
ら、環境汚染への規制が緩和され、環境破壊がますま
す著しくなってきた。現在の中国にあっては、従来か
らの政治、文化、経済、民族、宗教の問題に加え、積
極的に環境保全の取り組みを政策段階で検討すること
が急務になろう。とりわけ、政策決定段階において、
環境配慮、財とサービスの配分、クリーンエネルギー
と環境保全事業への投資を積極的に受け入れなければ
ならない。
　本稿では、環境問題の視点から、公共性の再構成を
試みるため、地域格差に焦点をあて、水質環境汚染防
止法制度を中心に、諸制度について検討を加えた。中

国は都市と農村を一本化し、都市と農村の格差を無く
そうとしているが、一方、小都市（郷鎮）・農村部で
環境問題への対策の遅れ、または資金の不足が原因で、
かえって、環境汚染が深刻になっていることがⅢでの
分析から判明した。

1. 環境管理 36とその限界

　日本においても規制的な手法が、今日でも依然とし
て重要な地位を占めていることでは疑いない 37。通常
の公害の場合のように、個々の排出を規制するものが
主である。また、難分解性の有害物質のように、その
製造・輸入自体を禁止することが必要なものもある。
しかし、必ずしも緊急の必要はない場合で、かつ解決
に見込まれる莫大な費用をできるだけ低減させる必要
がある場合においては、規制的手法はあまり適合的で
はない。
　中国でも、水質環境汚染防止法において規制的手法
が中心となっている。水質環境汚染防止法でいえば、
69条から90条にかけて21ヶ条が制裁の規定となって
いる。しかし、このような規制の強化は、特定施設あ
るいは指定施設からの汚染排出を入口で抑制し、改善
命令を出し、罰則を設ければ効果があると思われるが、
水俣病のような水銀中毒の場合は、相当の時間が過ぎ
てから、身体に影響を及ぼすことが発覚するため、患
者のその後の生活保障、治療が問題になろう。
　①1979年の環境保護法により制度化されてきた三
同時制度と汚染排出費用徴収制度は、罰則を設けるこ
とにより汚染防止を図ろうとし、現在に至っているが、
その効果は必ずしも良好とはいえない。その原因のひ
とつは、第2次あるいは第3次産業の発達により、規
制の対象となる汚染排出源が把握できなくなったこと
にあり、ここにも規制的手法の限界が見られる。
　②環境管理にはコストがかかる
　2006年において、中国政府は違法な環境危害行為
を査察するため、執行員167万人を動員し、72万の
企業を検査した結果、2.8万件の環境問題が立案審査
の対象となり、3176の企業に対し閉鎖を命じ、5701

の企業に対し警告を促した。総投資額は10152億元に
上った 38。
　そのほか、国家環境保護部および地方における環境
保護行政主管部門は、環境管理・監督を強化するにつ
れ、人員の拡大を行なっている。これらの人事にかか
る費用が、地方の財政には大きな負担となっている。

2. 地方における水質環境汚染防止政策

　環境政策が実効をあげるか否かは、環境政策にかか
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わる法的枠組がどの程度確立しているかに左右される
が同時に法の執行能力、とりわけ、地方人民政府の能
力に依存するところが大きい。中国における環境汚染
のコントロールを法律体系からみると、地方人民政府
に権限と責任がある。しかし、その地方人民政府には
環境対策に取り組むインセンティブが乏しいのであ
る。OECD（2007）39は、中国における環境政策実施
に対する最大の障害は地方政府にあり、地方指導者の
政治実績目標、地方財政収入を増大させるための圧力、
地方住民に対する乏しい責任感等によって開発が環境
に優先されていると指摘している。
　中国政府はインフラ整備に力をいれ、21世紀まで
に「三通」（道路、電気、電信）が中国のどこでも整
備されるよう呼びかけ、実施してきたが、地方財源が
乏しい地域では、いまだに実現していない。国道、鉄
道のような幹線道路が市と市あるいは市と村を結びつ
け、時間の短縮ができ、その経済的な効果がおおいに
評価されている。しかし、道路建設により環境が破壊
され、地域住民の生活安全及び存続基盤が失われてい
ることも事実であり、環境と開発のバランスが今後の
課題であろう。
　地域経済格差を是正することは、中国においては持
続可能な開発政策の一部を構成しているが、その具体
的な内容が環境問題との関連でも問題になっている。
すなわち、西部大開発、東北振興などの地域開発が大
規模な自然破壊や環境汚染を招くことになると懸念さ
れ、また、東部臨海地域の企業を内陸に誘致するため
の優遇政策をとることにより、企業の拡大が見られ、
環境汚染を帰結させている。
　地域振興政策は地域の状況に照らしてとるべきであ
り、地方の環境政策も重視すべきであろう。中国では、
「上で政策があれば、下では対策がある」という言葉
がよく聞かれる。これは、国家の政策をそのままに適
用し、地域の実情を無視するということである。この
ような、従来の考え方では、環境汚染への配慮が手遅
れとなり、環境破壊が益々拡大していくことになる。
そのため、地方人民政府が資金を集め、事業者、住民
が参加した新たな水質環境汚染防止の枠組みを構築す
ることが必要である。

Ⅴ. おわりに

　中国政府は、水質環境の安全確保を重視し、汚染が
深刻な河川、湖沼について管理監督を強化している。
環境保護総局から環境保護部へ格上げされてから、
2007年、アオコ問題で無錫の水道水が大きな影響を
受けた太湖の水質問題が発生したのをきっかけに、江

蘇省では、罰則をさらに強化して汚染防止に力を入れ
ると表明し、「江蘇省太湖水質環境汚染防止条例」が
施行され、これまで違法な水質汚濁を行った場合は、
最高10万元（約130万円）の罰金だったのが、100万
元（約1300万円）に引き上げられた。中国国内で、
環境汚染に関する罰金では最高額となった（2008年6

月8日の報道）。また、環境保護部の周生賢部長は、
2008年11月13日、中国環境・発展国際協力委員会の
年次総会で「今後3年間に、中国は各方面から1兆元
の資金を募り環境保護に当て、環境保護産業は内需拡
大の主力となる」と述べ、環境保全事業の拡大を図
るものとしても評価できる。中国政府は既に2005―
2010年のうちに、主要汚染排出物質を10％削減する
旨を計画しており、目標達成のために政府は積極的な
動きを見せている。 

　中国の環境行政と環境政策 40は、1970年代終り頃
からの改革・開放政策と共に本格的に展開されてきた。
社会主義計画経済から社会主義商品経済、社会主義市
場経済への移行による、社会と政治・経済体制の改革、
また中国の自然環境、政治制度、経済構造、産業構造、
エネルギー構造、経済発展段階に応じて、今日までの
中国の特色ある環境行政及び政策システムが形成され
た。中国の環境政策システムは、行政手段を中心とし
ているが、現在は、法的制度、経済的手段、科学技術
的手段、住民参加などの多元的な環境政策システムが
展開され始めている。
　本稿では、紙幅の制約があるため、触れることがで
きなかったが、日本の環境基本法のなかに定められて
いるように、国、地方公共団体、事業者、国民が参加
できるような新たな枠組みが中国でも必要であろう。
環境問題は、水質環境汚染防止に限らず、地域住民あ
るいは周辺住民にかかわる場合が多くなってきてい
る。それら住民の環境利益を守るために、汚染事前防
止の段階あるいは訴訟において住民を積極的に位置づ
けていくことが、中国にとっても急務であるといわな
ければならない。
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