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中国第 2の大河，黄河において，断流と土砂堆積は大きな社会問題である。

黄河断流による下流域の水資源問題は，中国における大きな国民的課題となっ

ている。黄河の断流問題の大きな要因は，土砂移動量が多いなど，黄河の大き

な特徴によるものであるとされる。中国政府は， 2002年に中華人民共和国水法

の改正を行っており，これにより黄河断流対策として，水資源の統一管理の強

化と流域管理機構の法的位置づけの明確化を図っている。

国土交通省国土技術政策総合研究所では，アジア・モンスーン諸国の水問題

と水制度をテーマとして，アジア・モンスーン諸国の水問題についてレビュー

しその対策として各国が進めている水制度のとりくみについて体系的な調査

を行うことにより，アジア・モンスーン諸国の水問題についての処方筆を見出

すベく，順次，各国毎の調査を進めている。その一環として2003年度は黄河断

流問題に焦点をあて，この対策としての水法の改正など一連の取り組みを調査
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した。

2003年10月に中国政府機関として水利部ならびに黄河水利委員会を訪問し

水利部の高水政司長，黄河水利委員会の塞副主任らから直接ヒアリ ングをして，

参考文献に掲げたような文献を含む多くの資料を入手した。

本報告では，これら入手した資料を大訳しつつ，上記テーマについて総括的

な紹介をしたい。なお，地名等の漢字で，日本語にないものは英字表記として

いる。

2. 黄河流域の概要及びその特性

黄河は，長さが5,464km，流域面積は75万km2であり，中圏第2の長さと

流域面積をもっ河川である。青海省のパイェンカラ山の北麓に源を発し， 9つ

の省と自治区を通って東に向かい，潮海に流れ込んでいる。主要な支川は約40

本あり，流域は土質の柔らかし、黄土高原であるため，黄河は世界で土砂含有量

の最も多い河川である。図 1は，黄河流域での主な支川，水文観測所の位置を

示した図で、ある。

黄河の流出メカニズムには，これから述べるように空間的にも時間的にも偏
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図 1 水文観測所，黄河支川の位置図
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図2 黄河における観測地点における水文・ 土砂量の関係図 (1952～2000年）

りがある。図 2に示すように， 1952年から2000年の観測データから，黄河本川

の各部で水文，土砂量の特性に違いがあることがわかる。貴徳（Guide）水文

観測所より上流域に位置する水源は，高緯度で冷たく湿ったアルチプラノ高原

にある。そこは，比較的降水量が多く，蒸発量は少ない。図 2からわかるよう

にこの地域は，黄河の主水源であり黄河流水の基礎となる部分である。貴徳水

文観測所では観測年平均流出量は208.6億 m3であり，蘭州（Lanzhou）観測所

になると314.2億 m3まで増えており，この聞が流水の発生領域である。また，

蘭州より上流の流域は，全流域の29.6%であるが，年平均流出量の50%を占め

る水資源の豊富な地域となっている。これに対して，蘭州水文観測所から

Toudaoguai水文観測所においては，年平均流出量は， 226億 m3に減少してい

る。この地域では農業が行われており水を消費する地域となっている。中流域

のToudaoguai水文観測所から Tongguan水文観測所の区間では，年平均流出

量が364.4億 m 3と増えており，流水が黄河に集ま ってくる地域である。花園口

(Huayuankou）水文観測所より下流域は，天井川になっていることもあり堤

内地から流入はなし、。また，この地域では黄河の水は都市への導水，農業，工

業などに利用されており，花園口水文観測所の年平均流出量400.8億 m3と利津

(Lijin）水文観測所の330.4億 m 3を比較してわかるよ うに減少している。

黄河では， 1990年以来降水量が少ないことにより，水位が低い状態が続いて
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表 1 黄河下流域の断流記録

断 流 日 数 Lth 

2 3 4 5 6 8 9 10 II km 

1991 15 2 17 131 

1992 3 5 18 30 26 83 303 

1993 4 17 9 3 26 59 278 

1994 15 18 30 13 77 380 

1995 28 9 30 30 23 121 683 

1996 16 30 20 22 30 15 3 136 579 

1997 22 20 7 16 30 31 21 26 28 21 4 226 700 

1998 20 26 24 12 19 3 13 6 14 5 142 449 

1999 23 11 7 41 278 

いる。その一方で，ご存じのように，中国は急激な経済発展をとげており，黄

河流域の都市では建設ラッシュが起こり人口がそれに合わせて増加している。

それとともに，都市において生活用水，工業用水，農業用水の需要が増えてい

る。そのため，水資源、の需要と供給の訴離が大きくなり，その結果，下流域に

断流が生じている。特に顕著な例として，表 1に示すように， flj津において

1997年と 1998年には，それぞれ11ヵ月， 10ヵ月断流が起こ っている。とくに，

1997年の6月から11月まで利津水文観測所には流水がほとんどなかった。この

時は，工業生産，農業生産に大きな影響が出たことを受けて，政府が水利用の

制限をしている。 2000年以降は，水資源の統一管理の強化により，断流は起こっ

ていなし、。

図3は，主要な観測所の1952年から2000年までの平均流出量の変化のグラフ

である。 1952年から1990年まで，黄河の上流域では流入量の傾向や水資源の消

費量の明らかな変化は見られない。 1990年から2000年において，上流域での流

入量は減少しているが，水資源消費量はそれほど減少していない。その一方，

花園口水文観測所や利津水文観測所において，年間流出量は， 1968年から明ら

かに減少傾向となっている。また， 1990年から2000年にかけて減少傾向に拍車

がかかっている。

図4で示すように， 1952年から2000年の一連のデータを， 1990年を境に，そ

の前後を比較すると， 1990年以降明らかに黄河の流出量が減少している。また，

1990年以降の黄河の流出量の減少は，降雨量の減少による寄与が52%，人間活



-+-Lanzhou 
－＋←司Longmen
目．』・Xiaolangdi
－唱日Lijin
醐問問圃Trendline

-Trendline 

Guide 
－姻ト－Toudaoguai
一弾一冊Tongguan
一＋－Huanyuankou 一一Trendlin(Lijin) 
四回目Trendlin(Lanzhou) 

64 

(Huayuankou) 

(TouDaoGuai) 

2000 1995 1975 
年

黄河における観測所の年ごとの年間流出量の変化

1990 1985 1980 1970 1965 1960 1955 

図3

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

2

・0
F
）
咽
萄
然

露軍 1952-1990年平崎琉出量

図4 黄河の観測所における期間毎

の年平均流出量比較

・1990守 2000年平地流出量E

500 

~ ! ::t:J 

50 

0 
Guide 

450 

400 

350 

300 



和田 上野山黄河断流問題とその対策としての水法の改正 65 

動による寄与が48%とし、う報告がなされている。

洪水や土砂の問題と同様に，水資源の問題は今日に始ま ったものではな く，

黄河の水資源の分布には，空間的，時間的に元々偏りがあり，それが社会経済

活動の活発化に伴って顕著にあらわれてきている。

3. 黄河断流の現状

2で述べた黄河の断流の状況について，ここでは詳細について述べる。

3.1 概要

表 2は，黄河下流利津水文観測所の断流状況統計表である。断流は， 1972年

から1998年までの27年間の内，河口に最も近い利津水文観測所では21年間発生

し，断流の起きた年の平均発生日数は50日間，平均断流距離は321kmであっ

た。表2に示すように， 1997年の断流が最も深刻で， 226日間の断流を記録し

ている。 1990年代に入ってから断流の回数が増加していき，毎年発生する時期

が早くなるとともに，時間も延び，断流区間も長くなり，黄河流域の都市への

影響は大きくなっていった。その他にも黄河中流の各主要支流の河口付近でも

断流の発生回数が増えた。

1997年の黄河断流の状況を表したものが，写真 1, 2, 3である。写真 1は，

黄河の下流域の，山東半島の付け根に位置する山東省の省都である済南市にお

ける断流の状況である。写真2は，黄河の中で羊の群れが食べ物を探している

ところである。写真3は，利津の上流にある Luokou地点の写真である。これ

らの写真から深刻な黄河断流の状況がうかがえる。

3.2 黄河断流の特徴

まとめると90年代以降の黄河の断流には次のような特徴がある。

①断流回数，時間とも増加した。利津ステーションの70, 80年代の断流年

の平均断流日数はそれぞれ14, 5日間であったが， 90年代には107日間

に増加した。

②断流の始まる時期が早くなった。 70,80年代では一般に 4月であったが，

90年代には 2月に早まった。 1998年には初めて年を越しての断流となっ

Tこ。
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表 2 黄河下流利津水文観測所の断流状況統計表

断流最初 7～9月 1年間の
1年間断流日数 （日）

断流の

年 長さ

期 日 断水日数 断流日数 （キロ）
1 日 間敏性 合計

1972 4月23日 。 3 15 4 19 310 

1974 5月14日 11 2 18 2 20 316 

1975 5月31日 。 2 11 2 13 278 

1976 5月18日 。 l 6 2 8 166 

1978 6月3日 。 4 5 5 104 

1979 5月27日 9 2 19 2 21 278 

1980 5月14日 l 3 4 4 8 104 

1981 5月17日 。 5 26 10 36 662 

1982 6月8日 。 1 8 2 10 278 

1983 6月26日 。 1 3 2 5 104 

1987 10月1日 。 2 14 3 17 216 

1988 6月27日 1 2 3 2 5 150 

1989 4月4日 14 3 19 5 24 277 

1991 5月15日 。 2 13 3 16 131 

1992 3月16日 27 5 73 10 83 303 

1993 2月13日 。 5 49 11 60 278 

1994 4月3日 1 4 66 8 74 380 

1995 3月4日 23 3 117 5 122 683 

1996 2月14日 15 6 122 14 136 579 

1997 2月7日 76 13 202 24 226 704 

1998 1月1日 19 16 114 28 142 449 

1999 2月6日 4 36 6 42 278 

2000 未断流
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写真1 黄河断流の状況 1

写真2 黄河断流の状況2

写真3 黄河断流の状況3

③断流の距離が延ひナこ。 70年代の平均断流距離242kmから80年代の256

kmへ，そして90年代の438kmへ増加した。

④断流となる月が増加した。 70, 80年代の断流は主に 5, 6月に集中して

いたが， 90年代には3～7月と 10月にも拡大した。

⑤増水期の断流時聞が延びた。 70, 80年代の増水期の平均断流日数はそれ
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ぞれ3.3日間と2.3日間であったが， 90年代には20.3日間に延びた。

4. 黄河断流の原因とその特徴について

黄河の断流については，

①黄河の水資源はもともと之しく限られている。

~特に，近年中国の急速な経済発展等に伴い，水資源の供給能力を上回る

水利用がなされている。

③非効率な水使用がなされている。

④十分な水管理がなされておらず，調整機関が不在であった。

⑤天井川のため地下水が黄河の伏流水にならなし、。

などの理由が挙げられるが，ここでは，手元にあるデータに基づく切り口で記

述することとする。

4.1 基本的な水量不足

黄河流域は，乾燥地域もしくは半乾燥地域に属している。そのうち，耕地は

12万 km2，森林は10.2万 km2となっている。また，流域では， 9,780万人が暮

らしており，人口 1人あたりの水資源使用量は， 593m3であり，全国の23%

にあたる。一方， 1km2あたりの平均水資源量は48.6万 m3で，全国平均の18

%である。これらの数字からわかるように，黄河流域は，中国全体平均から見

ても絶対的に水不足の地域である。花園口水文観測所の年平均流出量は580億

m3である。その内， 1980年代の年平均流出消費量は290億 m3，潮海への流出

量は約300億 m3となっており，利用比率は50%であった。それが， 1990年代

になると，溺海への流出量は約119億 m3と大幅に減少し黄河の流出水量の

使用比率は，非常に高くなった。

4.2 水資源の時間分布による要因

まず第 1~こ，黄河流域の水資源は年ごとに大きく変わっている。図 3 で示す

ように，本川では，年間流出量の最大値は，その最小値の 3倍以上になってい

る。また，数十 km2以上の流域を持ついくつかの大きな支川ではその比率は6

倍以上になることがある。小さな支川になると 10倍から20倍になることがある。
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黄河の水資源は l年の中で比較しでも時期的に偏りがあり，年流出量の大部分

は洪水期の数ヵ月に集中している。特に中流域がその傾向が大きい。 1年を通

じて見た水資源の分布は蘭州より上流側ではほぼ一定である。本川中・下流域

の水資源の時期的な偏りは，中流域の影響によるものである。また，中流域の

支川では，数日間，時として 1日や数時間だけ続いた暴風雨や洪水によって年

間の降水量や流出量の70%がもたらされる。

4.3 水資源の空間分布による要因

空間的に，黄河の水資源の分布は非常に偏っており，それには，次のような

要因がある。

4.3.1 気候・風土による要因

黄河流域は，海から遠く離れた乾燥・準乾燥地域に属しており，集水地域が

蒸発源から遠く，黄河の水量を増加させることにならず比較的小雨になってい

る。また，蒸発源からの蒸発水の移動経路も変わりやすく地形の影響を受けや

すい。地域によっては地形が複雑な所もあり，中小規模の暴風雨や洪水が比較

的起こりやすい。その時の降雨強度が大きく，地面内部に浸透することはほと

んどなく急激に表面流出する。

4.3.2 地表面による要因

黄河流域のたいていの地域では，本川や支川の多くは岩場を通っている。流

域の平均傾斜は大きく，植生はほとんどの場合少なく，雨が降ると水は表面流

出となりやすい。また，黄河は，河床勾配が急であり流れも速く，その流出水

を十分貯えることが十分されていないため，流域における貯水能力が低くなっ

ている。そのため，雨が降るとすぐに洪水になる一方で，すぐに渇水状態にも

なってしまう。

4.3.3 流域，河川｜，地形の特殊条件

世界の他の大河川と同様に，黄河上流域は，水使用よりも流入水の方が多い

水源となっている地域である。中流域は，人口が多く，農業が盛んな地域であ

り，多くの水を必要としている。水資源を開発しうまく利用する能力が低く，

時としてひどい干ばつに襲われる。他の河川！と比較すると，土砂の問題が大き

く影響している。黄河の下流は800kmあるが，土砂の移動が少なくなると，

長い間河道に留まることになる。そのため，黄河下流は天井川になっており，

黄河に伏流してこないとし寸特徴がある。河川の両側の農業用水，工業用水，
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4.4 土砂問題によって起こる水不足

黄河では，土砂が主要な問題となっている。黄河の土砂生産と土砂移動は，

時と場所によって大きく変化をする。図 2は本川にある重要な水文観測所の年

平均土砂量である。図でわかる ように黄河の土砂は主として中流域から発生す

るものである。中流域に属する Toudaoguaiから Tongguanの1952年から1990

年のデータによると，年平均土砂生産量は，10.17億 tであり Tongguan水文

観測所の年平均土砂流出量の90.4%にあたる。時間的な土砂分布に関して言う

と， 1年間の土砂流出のほとんどは， 7月から10月の時期に集中する。 Toudao-

guai水文観測所より上流では， 7月から10月までの土砂移動が占める割合は81

%，下流では87%である。 Toudaoguaiから花園口までの中流域において，重

要な支川の 7月から10月にかけての土砂移動は 1年の内の92%を占める。図 5

は，中流域の重要な支川の月平均の土砂移動を表したものである。これからも

わかるように， 7月と 8月に特に集中している。

黄河を制御する上で，空間的にも時間的にも集中している黄河の大量の土砂

を扱うのは非常に難しい問題がある。中流域の水計画を立てる上で，どのよう

にこの土砂を大量に扱うのかを考慮することが重要である。黄河の計画を立て

る上で，渇水がどんなにひどくても， 200億 m3の水量が土砂を流すのに必要
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である。中流域から洪水が来ると，多くの土砂が運ばれる。中流域の貯水池は

あえてため込まない。土砂を流すため，上流から来るきれいな多くの水を同時

に流すのである。これが，水不足のもう一つの重要な理由である。

この50年間，龍羊（Longyang）峡ダム，劉家（Liujia）峡ダム，三門峡

(Shanmen）峡ダム，小浪底（Xiaolaugdi）ダムなどの12の河川プロジェクト

が黄河て、行われた。これらのプロジェクトのおかげで洪水制御，水供給の利点

を得て，黄河の発電能力を高め，大きな経済利益となっている。これに対して，

本川において水に関するプロジェク卜は実施されているが，主として土砂をた

めることを主目的として大規模プロジェグ卜はない。本川の貯水池が多くの土

砂をため込めば，その機能は失われてしまう。

4.5 他地域への水輸送による水資源の高負荷

黄河の下流域において，天井川となって伏流水となることがないだけでなく，

水は Tia町in（天津），河北省，青島などの黄河から遥か離れたところにまで利

用される。このことにより黄河の水資源は，他の川に比べて非常に高負荷がか

かることになる。

4.6 水の急速な需要の増加，非効率な利用

1990年において，全水資源は478億 m3であり，そのうち地下水が114億 m人

河川水が364億 m3である。また，水の消費量は， 278億 m3である。また，濯

甑には407億 m3 (85%）， 工業，都市用水として57億 m3(12%），飲み水とし

て14億 m3 (3 %）となっている。このように，生活用水，工業用水はこの地

域の人々の役に立っており，社会的経済的な利益は，黄河の発展によるところ

が大きい。

しかし水資源の利用効率が大きな問題となっている。黄河の潅甑システム

は急速に発展したため，十分な投資が行われていない。多くの濯甑施設はまだ

完全ではない。それらの多くは古く，時として修理されていない。多くの潅甑

システムにおいて，技術が古く，管理手法が科学的でなく，十分に計画されて

いなし、。そのため，多くの水資源が無駄となっている。

5. 黄河水量の管理配置

ここでは，黄河の水量の調節が，どのような経緯を通じて現在どのように管
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理調整されることになり，どのような成果が現れたかということを中国側の見

解を基に述べることとする。

5.1 黄河水量の管理について

黄河水量の管理はダム水量の管理を中心に行われてきた。三門峡ダム，劉家

峡夕、ムの完成前，黄河では系統だった水量の管理が行われたことはなかった。

黄河主流の三門峡，劉家峡，龍羊峡などのダムの運用に伴い，黄河水量の管理

は徐々に行われてきた。黄河水量の管理は大きく五つの段階に分けられる。

①黄河の水量管理は， 1960年の三門峡ダムの完成運用開始以降，下流の洪

水防止の為，洪水管理を目的として始まった。

②1969年三門峡ダム完成以降，水利発電と寧夏，内蒙古のオルドス濯瓶区

及び包頭鋼鉄公司の用水関係を調整するため，各省区を主な構成メン

ミーとして黄河上中流水量管理配置委員会を設立し，劉家峡，青銅峡等

のダムを含んだ黄河上流水量管理について検討した。その一方で，黄河

の上流，下流ではそれぞれ独立的に運用され，中下流の用水の年をおう

ごとの増加に伴い，需給バランスの問題と黄河下流の断流が発生した。

そのため，三門峡ダムを利用し，河南，山東の両省の農工業及び都市用

水の不足がないように，黄河下流の水量管理を開始した。

③1986年龍羊峡ダムの完成以降，新たに既存の黄河上中流水量調整委員会

のメンバー構成を再編し，黄河水利委員会が主任委員を，西北電力管理

局が副主任委員を担当し，青海，甘粛，寧夏，内蒙古田省（区）人民政

府は委員となり，黄河水利委員会による黄河全体に対する水量の統一的

な管理を始めた。

④1989年から，寧夏，内蒙古段と黄河下流の融雪時の安全を確保するため，

11月から翌年の 3月にかけて劉家峡ダムの放出水量の調節を行い，この

時期の黄河全体の水量管理も行った。

⑤黄河水利委員会は1999年から，黄河の供給可能水量の年度配分及び黄河

主流の部分毎に対する水量の統一管理を正式に行った。それ以来，黄河

水利委員会は水量の分配及び黄河の本川水量の統一管理を行っている。
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黄河水量調整管理組織の図例 （現状）

黄河の水量管理事業の現状

1990年代以来， 1998年12月，「黄河水量調整方法」 （計地区［1998]2520号）

は，国務院に批准されて，国家発展計画委員会と水利部によって発布された。

それにより，黄河水利委員会は，黄河の水量に対する統一管理の実施，各省（区）

毎の水量に対する管理，及び劉家峡，万家案，三門峡，小浪底等の主支流の中

核ダムの10日毎の水量管理配置案の制定等を行っている。

1999年 2月黄河水利委員会は，「黄河水量調整管理局」を設立し，黄河全体

の水量の統一分配と管理を担当することとなった。黄河上中流水量調整委員会

弁公室（黄河上中流水調弁と略称，以下同），関係する省区の水利庁，河南，

山東黄河河務局などの部門はそれぞれの管轄の範囲において水量管理を分担し

てしる。現状の黄河水量調整管理体系は図 6に示す通りである。

具体的な調整は，次の通り行われる。

黄河水利委員会 （黄委と略称，以下同）黄河水量調整管理局は毎年10月水文

の中長期水量予測に基づき，ダム貯水と省（区）年度各月水需要計画等，黄河

図6

5.2 
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の供給可能水量の年度分配と非増水期の主流水量の管理配置原案を作成し， 10

月25日以前に水利部に報告し審査を受ける。毎年11月から翌年の 6月（非増水

期）に，水利部の決めた年度水量分配案と管理配置原案，最新の予報，土壌湿

度保持状態等に基づき，黄河本川の月毎， 10日毎の水量管理配置原案を作成実

施し，同時にリアルタイムで水量管理と監督検査等を行う。

賞委水文局が毎年10月中旬，黄河花園口水文観測所の 7月から翌年 6月まで

の自然流量を出し，それに基づいて，黄委水調局が「黄河の供給可能水量年度

分配と非増水期主流水量調整予案」を制作する。リアルタイム管理期間には，

月毎， 10日毎の流量予報に基づいて，月毎， 10日毎の水量管理配置案が決めら

れる。黄河流域水資源保護局は水資源管理配置事業に沿う形で，黄河本支川の

重要断面において，水質観測と予報作業を行う。

黄河上中流水量調整委員会排公室は，水利部が決めた黄河の供給可能水量年

度分配と非増水期主流水量調整予案と黄河水利委員会の下した主流の月毎， 10

日毎の水量管理配置案と管理配置指令に基づき，龍羊峡，劉家峡ダムの連合管

理を行い，要求通りの劉家峡ダムの放出水量を確保する。

甘粛，寧夏，内蒙古，河北省（区）水利庁，天津市水利局は，当該省区の（主，

支流の）年度用水計画をたて，水利部が決めた黄河の供給可能水量年度分配と

非増水期主流水量調整予案及び黄河水利委員会が決めた主流の月毎， 10日毎の

水量管理配置案に基づき当該省区の年毎，月毎， 10日毎の水分配を行い，同時

に当該省区内の黄河の水量管理配置の監督作業を行い，計画に基づいた省界断

面の放出水量を確保する。

河南，山東黄河河務局は，本川の年度用水計画をたて，水利部の決めた黄河

の供給可能水量年度分配と非増水期主流水量管理配置原案及び黄河水利委員会

の決めた主流の月毎， 10日毎の水量管理配置案によって当該省の年毎，月毎，

10日毎の水配分を行い，同時に当該省内の黄河の水量の管理監督を行う。

三門峡，小浪底，万家葉水利枢軸管理局は，水利部の決めた黄河の供給可能

水量年度分配と非増水期主流水量管理配置原案及び黄河水利委員会の決めた主

流の月毎， 10日毎の水量管理配置案に基づき年毎，月毎， 10日毎の管理配置計

画をたてるとともに，黄河水利委員会のリアルタイム管理配置指令に基づき，

ダムのリアルタイム管理を行い，要求通りにダムの放出水量を制御する。
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5.3 黄河水量管理の効果

数十年にわたる黄河水量管理配置事業は，充分に科学的，合理的とは言えな

し、までも，黄河の洪水防止，融雪時の安全を確保すると同時に，最大限に黄河

周辺地区の農工業生産と都市農村の生活用水を確保し効果を挙げた。劉家峡ダ

ムを利用し，寧夏と内蒙古の融雪時の影響を緩和すると同時に，寧夏と内蒙古

への黄河の水供給を容易にした。三門峡ダム，小浪底ダムを利用し，黄河下流

の洪水と融雪に対応する他に，毎年融雪時の春濯甑の貯水10億 m 3余りと合わ

せ，黄河下流域の渇水期（4～6月）の農業生産と中原油田，勝利油田等の工

業と都市用水を緩和し重要な役割を果たした。黄河の水量の統一管理を通し，

有限な水資源、の時間的空間的分布が調整され，生活，生産と生態用水の関係が

調整され，黄河水資源の利用効率が向上した。

5.3.1 遠距離導水

近年，黄河下流では断流が頻繁に発生し河南，山東の両省，特に河口地区

の農工業生産と住民の生活等の用水に悪い影響を与えた。下流の用水を支援す

る為，国家防総（国家洪水防止総指揮部の略称）と水利部の指導のもと，黄河

沿岸の省区及び関係部門の密接な協力により，黄委は1992年， 1996年， 1997年，

2000年にそれぞれ何度か上流から下流へ大規模な導水活動を行い，良好な成果

を挙け7こ。 1997年だけを例にとっても，年間 4回にわたり水不足地区に13億

m3の導水を行い，社会的にも環境的にも効果をあげると同時に，約320億元の

経済損失を減少させた。黄河は黄河沿岸地区に水供給を行うと同時に，更に河

北，天津，青島等の地へ遠距離送水も行ってしる。

5.3.2 都市農村生活用水を基本的に確保

黄河における水量の統一管理の実施以前，特に90年代に入ってから，下流域

の都市農村の住民生活用水は保障が無く，乾季には頻繁に飲用水の危機が発生

した。例えば1997年，長期間の断流により，黄河流域の漢陽，済南，徳、州，東

営，青島等大中の都市では， 2,500の村々 ， 130万人の飲用水が深刻な危機にさ

らされ，水道の蛇口の前に長い列を作ったり，自動車で水を運んだり，出勤時

に水桶を持っていくといった情景があちこちで見られた。 2000年の黄河の水源

状況は1997年と基本的に同じレベルて、あったが，水量の統一管理配置の実施に

より，住民の生活用水は確保された。

5.3.3 合理的農業用水

1999年から2000年，黄河流域及び下流の黄河周辺地区は何年に一度という干
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魁に見舞われたが，水量の統一管理配置が実施され，農作物の水需要の法則が

充分に考慮され，作物の成長期に，ダムの放出水量が増加調整された為，上手

から下手へと濯甑が行われ，大部分の農作物が適切な濯甑を受け，農業生産は

良好な収穫を収めた。

5.3.4 工業への対応

特に2000年 4月の劉家峡水利枢軸の発電量は1970年以来の最大値であった。

三門峡水利枢軸の発電量は1997年に 7台の発電機を投入して以来最高の水準

で，そのうち1999年 3月の発電量は同時期の最高記録を出した。水量の統一管

理配置が実施される以前の1997年，黄河利津での断流は226日に及び，勝利油

田の200の油井は閉鎖に追い込まれ，撲陽中原化肥工場等いく つかの企業も操

業停止におい込まれ，直接の経済的損夫は100億元余りにのぼったが，昨年黄

河は 1日も断流せず，勝利油田の水源も充分で，工業生産も正常に行われた。

5.3.5 計画に従った生態用水の分配

水量の統一管理は黄河下流の日に日に深刻化する断流問題を食い止め，黄河

河口地区の地下水を補充し，生態環境に一定の改善が見られた。

1999年 3月 1日から黄河の水量の統一管理配置事業が始まり， 3月11日利津

水文ステーションでは計画通り水流が復活した。 12月31日までに，利津での断

流は僅か 8日間（4日間の間駄的断流も含む）で，ここ数年の同期の平均断流

時聞に比べ118日間の減少であった。 2000年，黄河花園口ステーションの実測

水量は僅か196億 m:iで，建国以来 2番目の渇水年で，全流域で深刻な干魅が

発生したものの，水量の統一管理配置と用水の監督管理により，黄河では 1日

の断流も発生せず，この間，黄河が海へ流れ込む利津水文観測所での平均流量

は156m3/sであった。黄河下流における10年に及ぶ断流の局面が初めて好転

し，黄河の三角州地帯の生態系にも明かな改善が見られ， 10年間見ることので

きなかった回遊タチウオが再び河口地区に姿を現わした。

6. 水法について

黄河の断流に対して行ってきた対策を背景にして，法に反映させたのが，今

回の水法改正である。その水法について，黄河断流対策以外も含めてここでは

述べることとする。

1988年の第 6期全国人民代表大会第24回常務委員会会議で採択された「中華

人民共和国水法」は，中華人民共和国成立以降，初めての水事活動管理の基本
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的法律である。そこでは，水資源の国家所有権を明確にし，水資源開発利用の

方針，原則，基本管理制度と管理体制を定めている。水法の公布及び実施は，

中国の水利事業が法に基づいて行う新段階に入ったことを意味している。水法

が施行されてからの14年間に，水法に適合した水法体系を構築してきており，

水資源管理体制を整理し，水資源の統一管理を強化してきた。又，取水許可制

度と水資源有償利用制度の実施に重点をおき，各種水資源管理制度を確立・完

備化して，中国の水資源管理を徐々に法制管理の軌道に乗せ，水の使用率を大

幅に向上させ，水害干害防止・整備における実績を収めている。

水法は水利事業の発展に対し極めて重要な役割を果たしてきたが，経済発展，

社会進歩及び、水資源状況の変化に伴い，新たな状況や新たな問題点が生じたた

め，従来の水法における一部の規定は実際のニーズに対応できなくなった。主

に，以下の四つが取り上げられる。

(1）水資源の開発利用において，水資源の開発を重視する一方，節約や保

護を軽視しまた経済収益を重視する一方，生態や環境保護を軽視し

たことによって，水源が澗れ，汚染が深刻になり，生態環境が破壊さ

れたところが多い。

(2）従来の水法で規定されていた水資源管理制度は不完備な状態にあり，

特に用水節約，計画的用水，水資源の保護などにおいて，相応な管理

体制に欠けているため，水資源の浪費が深刻であるほか，水源が破壊・

汚染され，水資源の利用率が低い。

(3）従来の水法では，水資源に対し統一管理と級別 －部門別による管理を

結びつける体制を実行すると規定されており，しかも流域管理につい

て規定がされていないため，水資源管理体系が不完備であり，水資源

の最適配置と総合収益に影響を与えるようになった。

(4）従来の水法の法律責任に関する規定は，柔軟性に欠け，実施可能性が

余り無く，違法行為に対する有利な手段に欠け，法律の執行作業に困

難をもたらしている。

新水法は国内外における水資源管理の十年余りの経験や理念を吸収し，数年

間における中国の治水方針，考え方や目標を法律化したものである。新水法は

中国が直面している水関連の問題を取り上げ，その規定を行っており，現代的
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表 3 水資源にかかる水法の主要な改正点

改正水法（2002年改正） 旧水法 (1988年）との違い

第 3条 水資源は国家に帰属する。水資源の所有権 水資源は国家の所有物であり同時に全

は国務院が国家を代表して行使する。 国民の所有物であるO

第 7条 国家は水資源に対して法律に基づき取水許 取水許可制度を実施する時期，範囲，

可制度及ひ有償使用制度を実施する。同務 方法を国務院が決定する。

院水行政主管部門がその実施をとりまとめる。

第12条 国家は水資源に対して，流域管理と行政区 国家は水資源に対して，統合管理と部

域管理を結合した管理体制を実施する。 門別管理を組み合わせて実施する。

－水利部の監督権を強化

－流域機構を法的に位置づけ

第48条 河川， i胡等から水資源を直接汲み取る機関， 都市の地下から汲み取る機関は水資源

個人は規定に従い，水行政主管部門または 費を納入する。その他の場合は省人民

流域管理機構に申請し費用を納入し，取 政府が徴収するか否かを決定する。

水権を得ること。

第59条 県レベル以上の人民政府の水行政部門及び －改正により流域機構の監督権限を法

流域管理機構は，本j去に違反する行為に対 的に明示

して監督検査を強化し，ならぴに法にした

がって取り締まる。

第69条 以下の行為に関係した者は， 2万元以上10 －旧法には違反取水に関する処罰規定

万元以下の罰金。場合により取水許可証の なし

取り消し

(1) 無許可で取水した者

(2）取水許可書に規定された条件に従わず

取水した者

水法の動向を反映させると共に，中国の特徴を有するものである。

新旧水法を比較してみると，以下のような特徴がある。

一，水資源の統一管理を強化し，水資源の最適配置を重視する。新水法は，

「水資源の統一管理と水資源の開発・利用・節約・保護を分離させ，流

域管理と行政区域管理を結びつける」とし、う原則に従い，水管理体制を

改革し，水資源の統一管理を強化し，流域管理機構の法的位置を確立し

た。



和田 上野山。黄河断流問題とその対策としての水法の改正 79 

表4 水環境保全にかかる水法の主要な改正点

改正水法（2002年改正） 旧水法 (1988年）との違い

第31条 水利活動に従事する者は，許可を受けた計 いかなる部門や個人は取水，貯水，排

両を遵守しなければならない。計画に違反 水によって公共の利益や他人の法的権

し河川等の機能低下，汚染等を起こした 益を損なってはならない。

者は，整備責任を負う。

第32条 水行政機関は関係行政機関と河川，湖の 各行政機関は水質汚濁防止事業を強化

「水効能区画」を作成する。県級以上地方 し，水質の保護と改善を行わなければ

行政府の水行政部門または流域管理機構は ならない。各層政府は水資源防止法に

「水効能区画jの水質状況を監視し，基準 より水質汚染防止の監督管理を強化す

を超えた等の時，関係地方政府等に必要な ること。

措置等を求める。

第33条 国家は飲料水源保護区制度を確立する。 規定なし。

第34条 飲料水源保護区における汚水排水口の設置 規定なし。

の禁止。

第67条 飲料水源保護区域での違反に関する罰則。 規定なし。

二，用水節約を重要なポイントに位置づけており，その中核は用水効率の

向上にある。「総量制御と原単位管理を結びつける」としづ原則に従い，

取水許可制度と水資源有償使用制度の実施を中心とし用水管理を強化

する。近年の実践において効果のあった節水管理制度を法律化により確

立した。

三，水資源のマクロ管理を強化し，全国水資源戦略計画，河川流域（区域）

計画，水資源論証制度，水の中長期需給計画，河川水量配分と早魅応急

対処用の水量調整制度，年度別の水量配分法案と調整計画制度など一連

の水資源配置の法律制度が規定され，水資源計画の法的位置付けを明確

にし，計画実施の監督管理を強化している。

四，水資源と人口，経済発展及び生態環境に調和がとれるようなことを重

視し又，水資源の開発・利用における生態環境の保護も重視してし品。

今までの水資源防止・整備と水資源総合開発・利用の分割管理を変え，

水機能区画制度と汚水排出総量管理制度を確立し，水資源の負担能力に

基づいた河川水質の保護を強調した。

五，法に基づいた行政管理を行うような要求に対応し，法律責任を強化す



80 

る。

水法の改正は， 2002年 8月29日，全人代常務委員会で可決され10月 1日から

施行されている。旧法に比較して，内容が具体的になっている。水資源に関わ

るものと水保全環境に関わるものに整理すると，それぞれ表 3と表 4となる。

位置づけの明確化により，水資源の管理と監督の責任を行使できるようにする

ことである。また，取水許可制度，水資源有償利用制度を強化することにより，

水資源の効率化を図ることが主目的である。

水保全環境に関する改正内容は，関係行政機関が「水効能区画」を作成し水

質を管理することと，飲料水源保護区制度を設定し都市住民の飲料水の安全

を保証する仕組みを新たに組み込んだことである。

7. 中国政府の今後の方針

7 .1 黄河法の制定について

中国政府においては，今後，中国で初めて流域に関する法律である黄河法を

制定する予定である。特に，大きく見ると黄河の断流についての黄河法の取り

組むべき 2つの面がある。 1つはできるだけ他の法律によらずに国の法律に

よって統括することである。 2つ日は，黄河の水利用を配分することである。

黄河法は， 9つの省にまたがるため，各自治区間の法律に矛盾なく作るという

ことが重要で、あると考えているようである。また，黄河法の中身は，水防，水

資源，水土保持（砂防），国土保全等多岐の問題を扱うことである。現在，案

を各機関に提示して，ある程度支持されているようである。罰則規定は現在の

ところなく，これから決めるとのことであった。

現在の議論の中では，以下のことを考慮しているようである。

①念頭に置くべき背景

－黄河の問題は，水利部の業務に直結している0

．黄河の中流には砂漠の土砂の問題がある。

－中国の西方側には，人が少ない0

・多種類の市県などが数多く関わっている。

－国土全体の管理，環境の管理の影響にも関わっている。

②実際上の機能・運用上の問題
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－誰が何をどこまで管理するのかを決めることが必要である0

・組織，個人の利益を確保することが重要である。

－黄河水利委員会が確実にそれを実行できるかを見極めることが必要で

ある。

－黄河水利委員会は，各省をどのように管理するのか0

．各省、の省長が水資源をどのように管理するのか。

また，現段階で，実際に黄河法を運用する組織として考えているのは，各省

から担当者が参加するような黄河国家委員会をつくり，黄河の管理にたすeさわ

ることになるということである。これは，黄河水利委員会のみの lつの部門の

みで実行するのは難しいことから来るものである。

現在，黄河法に関して，多くの意見があり，各方面から議論を行うので複雑

であり，調整に多くの時聞がかかる。

法律の制定に関しては，今後 2～3年かかると考えられている。

7.2 水利権市場の確立について

現在，中国の法律・法規においては水の所有権，取水権及び水資源の有償使

用制度が規定されているだけであり，水権の譲渡制度については触れられてお

らず，さまざまな水権の主体は相互間の譲渡ができない状態になっている。

水権譲渡制度を構築し，用水者が用水節約措置を講ずることを奨励し，余っ

た水権を他人に譲渡することによ って，経済利益を得るようにし最大限に用水

節約を促進し，用水効果及び効率が引き上げられることを考えているようであ

る。そのため中国政府は，水資源を効率的に利用するため，合理的な水利権市

場確立に向けての研究を進めている。

8. 終わりに

本報告は，中国黄河の断流問題と，その対策としての水法の改正などの取り

組みについて，入手した資料をもとにその概要をまとめたものである。 2003年

10月に訪中して，中国政府の機関から直接ヒアリングした内容を含めて記述し

ている。本報告が国内の様々な機関，研究者によって進められている黄河研究

の一助となれば幸いである。

訪中に際しては，水利部中国人材資源開発センターの張泳生所長，章凌主任，
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黄河水利委員会の衰中群氏，鴻金亭氏， JICA （国際協力機構）水利人材養成

プロジェクトの栗城稔リーダー，江原竜二専門家，駒田達弘専門家，飯島智志

コーディネーターに大変お世話になった。

またこの研究は戦略的創造研究推進事業「水の循環系モデリングと利用シス

テム」の研究課題である「社会変動と水循環の相互作用評価モデルの構築」の

一環として進めているものである。

ここに記して謝意を表したい。
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