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おわりに

はじめに

北京は，人口1,600万を抱える中国の首都である。 2008年 8月，オリンピッ

クを開催し，大きな混乱もなく無事終えた。開催にあたり大きな課題となって

いた一つが， 7］（の供給で、あった。今日，北京の大通りと路地には，至る所「節

約用水Jという看板がある。

2007年6月10日に放送された NHKテレビ「激流中国」は，北京の水需給を

述べるとともに，北京周辺の河北省赤城県雲州堤ダムを取り上げ，近くに住む

村民達の日常飲料水と農業用水の使用を禁止して北京に送水する様子を伝えて

いた。その中で村長は，「水がないと種がまけず，良い収穫が得られないこと

はよく分かつている。しかし中央の命令なので＼ダムの水は絶対に使うこと

ができない。我々は自分の小さい利益を犠牲にし，首都北京を支持しなければ

ならない。オリンピックの準備を支持し，国家のために貢献しようJと述べて
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いた。農村部を犠牲にしながら かなり無理して北京へ水供給を行っていたこ

とが分かる。

一方，中国では世紀のプロジ、ェクト「南水北調J（長江流域の水を華北平原

に導く事業）が進められ，天津には2008年，北京には10年への導水が計商され

ていた。この導水時期を早めて北京オリンピックに間に合わせるのではないか

と予想していたが，どうやらそこまでには至らなかった。

本論文では，先ず今日の北京市の水資源状況を考察した後，簡単ではあるが

水との関わりで約三千年の歴史をもっ北京の発展 さらに市内を流れる永定河

について述べていく。

1. 水資源からみた北京の自然状況

華北平原の北端に位置する北京市は，流域面積26万km2の海河流域にあり，

その面積は16,800km2とほぼ日本の利根川流域と同じである。北京は，東北・

北・西方を山地に取り囲まれ，市域の62%が山地に属する。山地の平均高度は

50臼n前後だが，中には1,OOOmを超える峰もある。市域の西部には西山，北

部には軍都山，東北部には燕山の諸山地があり，その尾根筋に万里の長城が連

なっている。東南部と南部は平野となり，市域の38%を占める。また西北方に

向かつて，山地の中に小さな平野が入江のように入り込んでいる。

北京中心地の西を永定河（流域面積47,000km2），東を潮白河（流域面積

19, 500km2）が流れているが，北京中心部は永定河扇状地の扇端部分に発達す

る。中心部の地形は西北が高く東南が低い。また北京中心地の西郊外にはたく

さんの泉が湧き出していたが，今日でも，北京は地下水が豊富である。

気候についてみると，半湿潤大陸性モンスーン地帯に属し，高温多雨の夏と

寒冷乾燥の冬が長く，春と秋とは比較的短い。年平均気温は10℃～12℃であ

る。最も暑い 7月の平均気温は25℃～26℃だが，最高気温は40℃を超すことも

ある。 1月の平均気温はマイナス 7℃～プラス 4℃で，マイナス20℃に下がる

日もまれではないが，雪は少ない。年降水量は平均55臼nmで，華北平原の中

では雨の多い地域である。

1999年～2006年にかけて，北京と周辺部は持続的に 8年間，干ばつが発生し

ていた。特に， 1999年は過去50年間の最小となる350mmの年間降雨量しかな

かった。一方， 2008年は10年来の降雨量の多い一年で， 638mmの降雨があ
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り，北京の30年平均の降水量と比べて 9%多かった。

2. 北京の水資源計画と水供給

北京市は，中国で人口の最も密集した地区の一つである（図 1）。 2007年末，

戸籍人口だけで約1,197万と 1949年人口203万の 6倍近くに達しているが，さら

に出稼ぎの人々も加えると総人口は1600万を超える。北京市の人口拡大によ

り，元々ゆとりがなかった水資源は，日に日に逼迫の度を強めていった。降雨

量に基づく一人当たりの年間水資源賦存量は，全国平均レベルの 8分の l，世

界平均レベルの30分の lに過ぎない。人口増加により 1949年の1,87lm3から

2007年の243m3に急速に下がり，非常に深刻な状況となっているI）。北京の人

口が急激に増加することにより，水資源問題は北京の発展を規制する重要な要

図 1 北京の行政区（県）
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表 1 北京市供給水量（単位億ms)

保証率（%）

種 類 50 75 95 データは1960～

地表水 20.51 13.33 6.59 1989年の平均

地下水 26.33 26.33 26.33 

総量 46.84 39.66 32.92 

因のーっとなっている。

北京市の水路状況をみると，全市内に52本の水路があり，全長は520kmで

ある。主に永定河の水をヲ｜く永定河引水渠と，密雲ダムから水を引く京密引水

渠の二つの大きな導水Jレートがあり，また清j可，域河 通恵、河，涼水河の四大

排水路がある。さらに願和国見明湖2），玉淵i軍，什剃三海（西海，後海と前

海），北海，中海，南海と，雨水を蓄える八つの湖がある。

少しデータ的に古いが，北京市の年間可能給水量をみたのが表 1である3）。

地下水が豊富にあることが分かる。

なお保証率とは，ある一定の水資源量に対して最低限保証できる年の割合で

ある。保証率75%とは，平均4年間のうち 3年間は保証できる水資源量であ

る。この75%保証率で年間39.66億 m3が供給可能であり，うち66%が地下水

である。因みに，日本は基本的に10年に 1回の渇水を対象に水資源計画を行っ

ているので，確率的に11年に 1回，水不足が生じるとして，その保証率は91%

ということになる。

近年，北京が年間に必要とする水の量は40億～45億 m3となっている。その

うち，都市と郊外の生活用水は 5億～ 7億 m3，工業は12億～14億 m3を使い，

農業用水は22億～26億 m3で、ある。現在，保証率50%の平水の年で，供給水量

と需要水量の平衡が取れている4）。大規模な水源施設として， i朝白河に密雲ダ

ム（貯水量43.8億 ms），永定河に官庁ダム（貯水量41.6億 ms）がある（図

2）。その他，北京昌平県に十三陵ダムが建設され それ以外に80以上のダムが

築かれている。農業用水は，主に濯蹴用として82の貯水池があり，さらには4

万以上ある井戸から地下水を利用している。

「21世紀初期首都水資源持続可能利用計画報告」の予測によると， 2010年の

水需要量は53.95億 msに達する可能性がある。一方，将来において平均的に

年間利用可能水資源量は41.33億 msで，給水可能量に比べると 12.62億 ms不
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北京市中心部

図2 北京市水利概況図的

足するとしている。この対処として，水の節約（4.14億 ms），同水の利用

(2.57億 m3），汚水の再利用（10億 ms），新たな水源確保（1億 ms）などが考

えられている。

さて北京にとって密雲ダムと官庁ダムが重要な水源である。これらについて

は，詳しくは後述するが，密雲ダムは今日では北京市のみを対象に給水を行っ

ている。だが，その上流域で200あまりのダムが建設されたため貯水量が大幅

に減っている。最近の干ばつでは140万msまで減少したことがある。

一方，官庁ダムは，かつて北京の重要な地表水源であって，毎年10億、 msの
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表2 水質の分類

中国の地表水の環境水質の標準

会｜主に水源の水国家自然保護山町o

II I主に生活飲用水と地表水源の一級保護区に適用する。稀少な水生生物生息地，魚介類

類｜の場などにも適用する。

ml主に生活飲用水と地表水源の二級保護区に適用する。魚介類の冬用場，水産養殖区な

類｜どの漁業の水域と水泳区にも適用する。

長｜主に普通の工業用水と人体の直接に接触恥娯楽の水に適向。

話｜主に農業用水と普通の景観に糊する。
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図3 北京市平原地区の地下水位の動向6)

水を北京に供給していた。だが上流の汚染がひどいため， 1998年から北京の飲

料水に利用することができなくなった。その後水質の回復を必死になって努

めている。ここで中国の水質基準をみると，表2のようになっている。

地下水は元来，豊富であったが， 1970年以降，大量の採取により，今日，地

下水位は毎年約 lmずつ下がっている（図 3）。市街区域を中心に既に

1, 000km2の範囲で，漏斗状の谷が形成され，その真ん中の深さは40mに達し
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ている。一部の地域では，既に地盤沈下が生じている。このため地下水の採取

もかなり厳しい状況となっている。

3. 北京オリンピックの緊急対応

数年来，北京は

“科学技術のオリンピツク，人と文化のオリンピック，緑色のオリンピック”

との三大理念を全面的に進めていった。水利用については，生態系保護を実施

しながら， i可を治理し，人と水との調和を図り利水するという計画に従って合

理的に水施設を配置し，効果的に有限な水資源を利用する方針で進めてきた。

首都の生活用水を確保し，また都市の良好な水辺環境を維持するため河湖の状

況を大きく変えることが求められた。真っ黒で臭い多くの河川を清浄にし，特

色を持つ生態水環境を整備することにより，北京の良好な都市環境の基礎を確

立しなければならなかった。

首都でのオリンピック時の給水の安全を確保するため， 2001年に「首都の水

資源計画」が実施された。この計画の主要な目標は，種々な方法により「南水

北調Jプロジェクトの完成前に，首都の水資源について自らの供給と需要のバ

ランスを必ずとることである。その一つの方法は，北京上、流地区で、の水害と風

害の防止，節水の実施である。例えば官庁ダム上流の河北省と山西省に水害

と風害の防御事業を実施し，耕地の農業用水の節水のため濯瓶の改善を実施し

た。また，上流地区で汚染が深刻な企業について，閉鎖・操業停止・合併・生

産転換するなどの汚染対策を実施した。

その一環として山西・河北省は既に連続して 5回，北京に送水した。 2001年

～2007年に送水した量は約25億 msで、ある。これにより 8年にわたる干ばつに

対処し，流域の経済社会の持続可能な発展を強く促進した。

さらにオリンピックの開催時のみではなく，北京の長期水不足問題の解決の

ため，「南水北調」プロジェクト事業のルートを利用し， 2008年9月18日，山

西省の冊目ダムで水門を開け，北京に送水した。ここから官庁ダムまで全長

185kmあるが，約1,000万 msを放水した。放水期間はおよそ 4～ 6日であっ

た。河北省の査流河ダムでも水門を開け，北京に送水した。官庁ダムまで全長

SO kmあるが， 500万msを放水した。放水期間は10日であった。また密雲ダム

上流にある河北省の雲州ダムでも水門を開け，全長75kmある白河壁ダムまで
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約1500万 m3を放水した。放水期間はおよそ28～40日であった。

白河壁ダムは，延慶県白河壁村の白河本流に1982年4月～1983年6月の工事

で築造された。ダム総貯水量は9,060万m3で，北京市のダムの中で第5位の

貯水量である。このダムは，海抜が高いため官庁と密雲の二つのダムに連絡す

ることができ，首都の水資源を合理的にコントロールする重要な水利センター

である。白河と偽水河の水路を通って官庁ダムに送水し，京西の電力・鋼鉄な

どの工業用水を供給した。また延慶県の耕地を濯概することができるととも

に，毎年十三陵ダムに4,000万m3を送水している。

ここ数年，華北地域は水が不足し河北省も水の使用は非常に緊迫している。

しかし北京に良質の飲用水を送水するため 河北省は大量の農業濯瓶用水を

犠牲にしてオリンピック開催前に北京に 3億 m3は水を送り込んだ。尚南，黄

壁荘，王快と西大洋の四つのダムから北京に水を提供したが，これらのダムの

水質は良好で， E類とE類と判断され，すべて飲用水の基準に達して北京の用

水確保に大きく貢献した。

他にも多くのダムから北京へ連続的に給水している。北京は中国の首都であ

り，北京の用水を確保することは政策的に最重要と位置付けられている。この

ため，北京周辺地域の用水が犠牲にされ，あるいは周辺の多くの人々の貢献に

よって，今回の北京オリンピックは順調に行うことができたのである。

4. 水資源施設

4.1 密雲夕、ム

1) 概要

密雲ダムは，「燕山の明珠」との称がある。北京市街地の東北方向の密雲県

内にあって，燕嶺群峰の中で潮河，白河の合流地点に位置する（写真 1）。北

京市の中心まで約lOOkmで， 1958年 9月～1960年 9月の工事で築造された。

流域面積は15,788km2，ダム湖の水深は40m～60m，白河，潮河，内湖の三つ

の区域に分かれる。貯量43.17億 m3は， 67個の十三陵ダム， 150個の昆明湖に

相当し，またマカオの面積の11倍に当たる。密雲ダム流域の地形は主に山地で

あって，山地面積と丘陵面積はそれぞれ流域全体面積の74.8%と4.9%を占め

る。

水利科学 No.309 2009 
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写真 1 密雲ダム7)

密雲ダムには主要堰堤が二つあり，その他副堰堤は五つある。主要堰堤は，

一つが渓翁庄近くの白河にあり ，堤の長さは960m，高さは66m，もう一つは

南塩工場の近くの潮河にあり，堤の長さは1008m 高さは56mである。五つ

の副堤は北白岩，走馬荘，南石騎舵，西石騎駐，九松山で，総延長は2,592m 

である。

i籾j可は，密雲ダムの重要な水源である。密雲ダムの年平均総流入量は12億

msで、あるが， 潮河から毎年平均4.75億 msの水量を提供する。これは総流入量

の39.5%を占める。

一方，白河は，赤城県境内を通って北京市に入った後，延慶県に築造された

白河室ダムに流入する。その後，延慶，懐柔，密雲を通って，密雲ダムに流入

する。白河から密雲ダムへの毎年の給水量は総流入量の52%を占める。

2) 現状と水不足に対する対策

密雲ダムの建設以来， i朝河と白河の水害を完全に取り除くことができ，その

下流の約600万ムー8）の肥沃な田畑の水害を防御し 400万ムーの荒地を水田に

変えることができた。このダムは，北京，天津と河北省一部地区の農業用水と

生活用水を供給し首都の最も重要な水源になっていた。また，二個の発電所
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の発電能力は9.64万 kwで，年間約1.15倍、 kwhが発電された。養殖をみると，

貯水池内で、年間300万kgの淡水魚を生産することができた。観光については，

内湖に庫心島があって，真夏の日，気温は市街地区域より 3℃低く，暑さを避

ける景勝地となっている。ダム東岸にある竜i軍溝の白竜j軍は，名所である。

密雲ダムは洪水を防ぎ， i韮j既と都市用水供給，発電，養殖，観光などの総合

的効果があった。しかしここ数十年来，北京市人口のうち続く増加と経済発

展によって，市街地区域の用水量の急激な増大に伴う北京の水資源不足のた

め，密雲ダムの役割も不断に調整されている。

1965年以前においては，ダムは主に洪水防御と謹概に利用していた。だが，

1966年に北京市街地区域で、初めて水不足問題が現れると，ダムの機能は洪水防

御から市街地区域の給水に変わることとなった。このため， 北京と密曇ダムと

の聞に水を引く用水路（京密引水渠）が造られ密雲ダムの水を市街地区域に

送水した。1980年，北京市街地区域で、再び、生活用水の確保が困難になると，政

府はすぐに“農業用水を停止， 工業用水を減量，生活用水を守るよう”との方

針を示した。密雲ダムから天津 ・河北省への給水は停止され，北京だけに給水

した。1990年以降，北京市は飲用水さえ不足する危機に直面し，密雲ダムから

の北京市農業用水の供給を中断し また工業用水の給水も大いに圧縮した。そ

して北京に水を提供する重要な水利会社である「水源九場」の工場を造って北

京市街地区域に生活用水を供給した。また，発電を停止し養殖と観光などに

対しての規制を行った。さらに網で魚をとることを禁止し観光の範囲も制限

したのである。

21世紀に入ると，官庁ダムの水質が急激に悪化したため，密雲ダムは北京市

専用の飲料水源として確定され，他の用途への使用が禁止された。現在，北京

市の毎年の生活用水の需要量は約12億 msであるが北京市の人々の飲料水は

5杯のうち 3杯が密雲ダムからの水と言われている。

1999年から北京は 8年連続の干ばつに襲われたため，密雲ダムの水位は連年

下がったが， 2006年のダム貯水量は10.7億 msで、あった。 これだけでは北京市

の一年間の生活用水さえ供給できないが 密雲ダムは北京市の人々の命綱とな

っている。

2008年の北京オリンピックの水質を確保するため，密雲ダムは華北最大の湿

潤地区及び北京市にとっての重要な生態発展地区として， 2004年からダム地区

で湿潤地区の建設を始めた。この一環として，ダム上流の約15万ムーの山の斜
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面では耕作を止めて果樹を植えることとなった。

現在，人工の湿潤地区総面積は2,150ムーに達した。湿潤地区の作物はアシ

を主として，ガマ，ショウブ，ハマスゲなどの繁殖能力と生命力の強い水生植

物を植え水分として約3,568万tを蓄えた。ダム貯水池区域に人工の湿潤地

区を造ることによって，ダムの水質を浄化し，区域の生態環境を改善できたの

である。さらに， 2007年，密雲県政府は“ごみ処理，汚水処理”を重要な課題

とする総合的な管理を行い，ダムの上流 lkm以内の流域にある 11地区の143

の村に汚水処理場を設けた。

密雲ダムは水分を蓄え，空気を浄化し，気候を調節することにも大事な役割

を果たし，北京市の環境保護に対して重要な貢献をしている。現在，密雲ダム

の水質はE類と判断され，ダムの水を直接飲むことができ，北京に提供する水

質が確保されている。

ここ数年来，密雲ダムの貯水量は滅り続け，北京地区の地下水位も引き続き

下がって北京全体の水資源不足は非常に厳しい状況にある。この状況を解決す

るため，北京市政府はすで、に緊急的な給水試案をスタートさせた。大興県では

すでに地下水を採取し今後，採取できる地下水はなくなったので，大興県以

外のその他の郊外の県で深層地下水を採取することにより北京市街区域に給水

して，密雲ダムの給水不足を補う。また河北省，山西省などにある北京に近い

いくつかの地区のダムから 日常的に北京への給水を開始した。さらに農業の

構造調整により，密雲ダム周辺の40万ムーの水稲をすべて畑に変え，密雲ダム

からの農業に対する給水を停止した。それによって北京の人々の水使用が確保

され，正常な生活が保たれている。

北京の唯一の地表飲用水源として 密雲ダムは首都の安定と発展に重要な役

割を果たしている。北京市にとって極めて重要なダムである。

4.2 官庁ダム

I) 概要

官庁ダムは，中国海河水系の永定河にある大規模ダムで，河北省張家口市と

北京市延慶県の境界にあるロックフィルダムである（写真2'3）。ダム上流域

の大部分は河北省懐来県内にあり，永定河の流域面積の93%を占める。北京市

区まで、は約120kmで， 1951年10月に建設を始め54年5月に完成した。

永定河は海i可水系の主要な川の一つで，大部分は黄土地域を流れ，流水中の
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写真 2 ダム着工以前の官庁地点的

写真3 官庁ダム IO)

泥の含有量は大きいので「小さい黄河jとの称がある。永定河の下流は泥を大

量に堆積して河床が高くなり，常に氾濫が発生していた。このため永定河を根

治するため官庁ダムが建設されることになったのである。ダムは官庁の山峡の

入口に造られたが，明の時代，ここに「水の官」という場所があって水量を監

視していたといわれる。これに由来して， ダムは官庁と命名された。
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官庁ダム地点の流域面積は43,400万km2，ダム堤高は52m，長さは423m,

そのダ、ム貯水量は41.6億 msで，下流に 9万kwの発電所がーカ所ある。

官庁ダムは，北京市内に水を提供する水源の一つで、ある。永定河の山峡を流

下させ市街区域に年間10億 ms近くを給水している。 1987年，ダムの拡張と補

強の工事を行い官庁ダムは北京の主要な供給水源のーっとなった。しかし，

1970年代から上流の流域に人口が増大し，工業が発展して大量の、汚水が官庁ダ

ムに流入して貯水池水質が悪化した。張家口，宣化地区の全部の汚水と下花園

地区の都市汚水の一部が流入して水質汚染は非常に深刻なものとなったが，こ

れが官庁ダム水質の悪化の主要な原因である。 90年代にも水質悪化が続き，水

質はV類と判断され， 1997年，官庁ダムは都市生活用水源から外されてしまっ

た。

2) 現状と水不足に対する対策

官庁ダムは， 1955年から貯水を開始し， 2006年の年末までにダムに流入した

水量は396.14億 msで，年間の平均ダム流入量は7.62億 msで、ある。 1959年に

貯水量は最大となり， 25.48億 msに達した。 2002年に貯水量は最小の状態と

なり3,600万 msであった。

2001年から「首都水資源計画」が実施された。 1997年に官庁ダムの水質はす

でに悪化し飲用水としては禁止されたため，北京の飲用水源は密雲ダム一つ

だけになった。地下水もあるが，一つの大都市の水源として全く不足してい

る。このため，この計画の一つの目標が，官庁ダムの水を飲用水源として回復

することである。具体的には，次のようである9）。

「①官庁ダムの上流地区に節水濯瓶農業を発展させ，河北省と山西省などの

地域で、節水措置をとり， 1日2万2400m3の節水目標を達成するため，節水i墓

j既面積を13万7000haに広げる。

②汚染処理を行い，官庁ダム上流にいくつかの汚水処理工場を建設し数十

の製紙，皮革などの汚染企業を整頓するか閉鎖する。山西省では，汚水処理

工場15カ所を建設し，汚染企業37杜の改善を図る。

③水土、流失防止を強化し，官庁ダムの上流で耕地を樹木や草の栽培地に戻す

措置をとり，都市と農村の環境総合整備を強化する。

④ダム区域でフk資源保全に適した経済を発展させ，良好な循環を形成する。

エコ農業建設と農業構造調整を強化し，水資源保全生態経済区を設置し，生

態環境基地とグリーン食品基地を建設し，観光業を積極的に発展させる。」
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この四つの方法を実施しているが，北京の水不足が深刻となる状況，および

2008年のオリンピック開催には水が必要とのことから，政府はできるだけ早く

官庁ダムの飲用水源機能を回復させ，再び北京市の飲用水として提供すること

に力を入れた。これにより官庁ダムの水質は明らかによくなり， 2005年には北

京市の飲用水として給水の試みを始めた。現在の北京の水資源状況で、は，まだ

官庁ダムの水まで、飲用水とする必要はない。官庁ダムの水質は回復したばかり

で，また北京の飲用水の水質基準はとても高く 北京市民の水質に対する要求

も非常に厳しい。

現在，官庁ダムの水質はE類の基準を実現し，完全に国家の飲用水源の基準

に合っているが，今後も E類で安定させることに努めている。現在，北京の飲

用水として官庁ダムの水は応急的な水源であり主に工業用水源として利用され

ている。

4.3 十三陵ダム

1) 概要

「北京に二つの龍がいて，一つは火の龍である。龍の頭は故宮で，龍の尾は

十三陵である。もう一つは水の龍である。龍の頭は中南海で，龍の尾は十三陵

ダムである」との伝説がある。十三陵ダムは，北京昌平県にある十三陵盆地の

東南に位置し北京市街地まで40kmである。1958年 1月21日から築造を始め

写真4 十三陵ダム13)
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て，周年6月30日に完成させた（写真4）。この築造に毛沢東は国民を総動員

し機械は一斉使用せず手作業で進めた。当時，農民，商人，兵士，学生など

すべてが義務としてダム建設に協力・参加し その状況は壮観であった。ダム

湖面積は，昆明湖の20倍で，流域面積は223km2，総貯水量は約6,000万msで、

ある。ダムは，勝山と漢包山の聞に造り，斜壁式土堰堤である。ダムの最長部

627m，高さ2臼n，底幅179m，堤頂部幅7.Smである。 2008年の北京オリンピ

ックの時，ここはトライアスロンの競技場に使われた。オリンピック競技場水

域の水質は，すべてE類の基準を達成していた。

十三陵ダムの東側の「孤山」では，中日の共同協力により 1985年，“北京九

龍遊園地”が建設された。現在，観光地になり国内外の遊覧客がよく訪れてい

る。

2) 現状と水不足に対する対策

十数年前から，雨が少なく乾燥していたため，ダムの貯水量は一層，減少し

た。このため， 1984年，延慶県の白河壁ダムから水源をヲ｜いて十三陵ダムに導

水した。白河壁ダムから取水する南幹用水路は，延慶県人家村の北から水を引

き，病家廟の東を経て蓮花灘のトンネルを通り抜け，対白石村に出て昌平県の

徳勝口の溝に入り，徳勝口ダム，徳勝口橋を通って七孔橋を過ぎた後に十三陵

ダムに入る。全長26kmで1984年に通水し， 86年に完成した。毎年，白河壁ダ

ムから3,000万msを導水し補給している。この用水はダムの観光業の発展に

寄与するだけでなく，また発電所の建設も行われた。

5. 水不足に対する対応

北京の水不足問題を解決するために重要なのは，水源開発，水の‘流失抑制・

汚水の減少，節水の三つで、ある。最初の開発による水供給量の増大は，既に開

始した「南水北調」プロジェクトによる。二番目は，水源を保護し汚染物質排

出による水質環境の悪化を減少させ，汚水の浄化によって水のリサイクルを行

い使用できる水量を増加させることである。三つ目は 節水の措置と設備を利

用し，水使用量を節約して水の需要量を抑えることである。

数年来，北京は各種の方式を通じて需要量を抑えている。それらは，①産業

構造の調整による節水の増大，②何度にもわたる水道料金の値上げ，③農業，

工業と都市の節水の推進，④水を大量に使用する企業の調整，である。この四
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つの対策に力を入れている。

地表水については，密雲と官庁の両ダム以外に，白河壁，遥橋谷，半城子，

北台上，大水崎，粛堂の六つの小型ダムが北京市の給水システムに組み入れら

れ，都市給水量を15%ほど増加させた。地下水については，懐柔，平谷，張

坊，馬池の口などで取水施設を設置し，一日給水量として100万 m3まで、取水

可能となった。これらにより，都市が必要とする緊急的な給水を確保するだけ

ではなく，水の再生システムも開発して突発的な水危機が発生した場合にも対

処することが可能となった。

再生水は，現在，既に北京にとって 2番目の大きな水源となっている。工業

製造，農業i甚j既，都市緑化，河湖環境などの領域で広範に応用され，同時に市

街区には500所の雨水利用の施設が造られた。近郊地区では，水たまり・溝

渠・くぼ地を利用して雨水を貯め 都市地域では雨水と洪水の貯水池を造っ

た。これにより，雨水と洪水を4,000万 m3まで貯水可能となった。これらを

f吏って濯j既にも利用でき，地下水補給にも役立つている。

再生水利用を拡大し，水を循環させて水質を改善する。再生水は河と湖の重

要な水源となり，近年，毎年 1億 m3を使って河と湖に補給している。また市

内への浄化用水の補給は，過去の長時間かけての小流量の補給から，集中的に

大流量の補給へと変わった。これにより，漏水と蒸発を減らし，流域の清潔に

良い効果を果たすことができた。さらに降雨の後，河の水門の開聞を調節し

雨水が都市の景観用水として上手に使われている。

北京の深刻な水不足問題の根本的な解決には，「南水北調」という大規模イ

ンフラプロジ、エクトの完成が必要とされる。北京の発展は水資源と深くつなが

っているため，「南水北調」の完成が期待されている。このプロジ、エクトは，

漢江上流の丹江口ダムから北京市内の玉淵漂に至るまでの全長1,24lkmにわ

たって導水するという壮大な計画で 1991年から国家計画に組み込まれた。

2008年9月18日，河北省の四つのダムから北京への送水が開始され， 9月28

日に朝陽区にある団結湖に着いた。送水するのは2009年3月の中下旬までで，

6ヶ月間続き， 4ダムからの総送水量は3億 m3となる。これにより「南水北

調」の一部のルートを通じての北京への送水に成功したのである。ほとんど同

時に，「南水北調」の中ルートの取水口工事である南陽地区の工事が全面的に

開始された。この中ルート工事が完成したら，用水路は丹江口ダムから北に行

き，北京・天津・河北省と河南省に給水することができる。世界で最大の自然
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流下による導水工事の建設は これから新しいページに入る。

なお，天津への導水であるが， 2008年11月に市内への幹線水路が着工され，

11年に竣功する予定である。

6. 北京の歴史的発展と水との関わり

中国の長い歴史の中で，北京は蔚・燕・金・元・明・清など諸国の都であっ

た。その条件の一つが，容易に生活用水が得られることであった。扇状地の扇

端に位置していたので，浅井戸により地下水が容易に得られたのである。中国

全体の首都になったのは，元王朝により「大都」に改名されてからである。

北京の旧市街地にある路地は胡同（フ一トン）と呼ばれ，古き良き中国の面

影を残している。下町の人々の暮らしが狭い道に溢れて隣近所と繋がり，周辺

に暮らす人々の憩い・商い・交流などの場として路地が使われていた。

ところでこの胡同（フ一トン）という言葉であるが，モンゴル語で“井戸”

の意味である。草原の遊牧民族であったモンゴル族が北京に都を定めるにあた

り，多くの井戸を掘った。当時，北京の地下水位は比較的高く，何メートルか

掘ったら，すぐ水が出た。水が容易に得られることによって，モンゴル族はこ

こに定住し，四合院（旧式の家）の聞にはたくさんの路地が形成されたのであ

る。北京の地形は西高東低で，湛水を防止するため，路地の方向は南北よりも

東西に向かつてのものが多い。

6.1 古代

北京の最初の名称は「蔚」である。なぜ「荊」というかというと，蔚城の西

北部に「荊E」という高地があったからである。商・周の時代，燕と荊の二つ

の小国がこの地域にあった。燕が蔚を攻め落とした後，都を蔚に移し蔚城が

この地域の中心都市となった。なお『礼記・楽記』には，紀元前1046年，「周

王朝は商朝を攻め落とした後，皇帝の後喬が蔚を管理させたjとある。

北京地域を地理的にみると，東は北京小平原を超えると，燕山の南麓に沿っ

て海浜に至り，今の山海闘を出て遼海平原に至る（図 4）。東北は，平坦な山

地正陵を経て松遼平原に至る。西北に行くと，モンゴル草原に達する。西南か

ら南にかけての華北平原との連絡には，道を問わず蔚城を通らなければならな

かったのである。蔚城の所在地は 古代の永定河渡し場の隣にある。古代の街
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図4 古代の北京周辺の道路及び永定河の渡し5）「一I i中削除地
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道は，永定河渡し場を経て太行山脈東麓から北に達していた。

このように，荊城は多くの街道の合流点に位置し，交通の要衝であった。こ

れが蔚城の誕生と発展の重要な条件であった。永定河の渡し場は，中国の中原

から北方へ渡る唯一の入口であり ，南北交通の中心地となった。菊城は経済・

交易が繁栄し都市として急速に発展した。春秋戦国の時代，燕国は北方の強

固であり ，蔚城は燕の中核地となり 中国北部の重要な都市となった。古い永定

河渡し場の基礎の下に， 北京は都市として発展していったのである。用水につ

いてみると，前城の上流に西湖という湖がある。現在の「蓮花池」であるが，
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図5 惰唐大運河概略図5) ( ）は現在名

この湖が北京の発展にとって必要な水問題を解決した。当時，「蓮花池」の水

資源は豊かだ、った。

紀元前221年，秦始皇が中国を統ーした後，蔚城は広陽郡の管轄地に変わっ

た。首都の成陽と蔚城を結びつけるため蔚城に直通する馳道が築かれ，蔚城は

中国北方の貿易中心地とされた。

「西漢」の晩期，王葬は北京地域で「大燕国」を建国したが，北京の別称

「燕京」はこの時から使われるようになった。

随の時代に大運河が完成し杭州から北京にまでつながったが，天津から北京

には永定河が利用された（図 5）。

6.2 金による「中都Jの建設

12世紀初め，東北の松花江流域の女真族は強大になり，北宋徽宗の時に

「金」を建国した。その後，金が遼固さらに1127年には北宋を攻め落として

「燕京」に遷都しここを「中都」と改名した。「中都」の時代，北京は地方都

市から全国の政治の中心都市となった。

金が中都城を建設した時，蓮花池（西湖）の水源を利用し洗馬溝（現在の

蓮花河）の水を城内に引いて護城j可が造られた（図 6）。洗馬溝は，蓮花池の
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＼ ~ 
図6 金による「中都」の水利図5)

東から流れ，城外の東側から南城壁に沿い，その後，南城壁の外を東に沿って

流れ，最後に東南に向かつて永定河に注ぎ込むが，中都城の主なる給水水系で

あった。この時に造られた護城河と故宮の周りの筒子河は，北京城を回る水路

の構成部分となり，攻められたとき防御機能を持った。また永定河渡場の近く

に石橋である虚溝橋の建設が行われた。また舟運の便のため潮白河との聞に運

河が開削された。

なお図 6には，永定河から「中都Jにつながる金口河が記載されている。こ

の河は，永定河を遡ってきた南方の食糧等の物資を「中都」に直接，乗り入れ

るため， 1171年に造られたものである。しかし水の流れが急で航行で、きず，ま

た洪水がこのルー トから「中都」に襲ってくることが懸念されて廃川となっ

マ，，、一。
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図7 元による「大都」の水利図的

6.3 元による「大都jの建設

1271年，フビライは「元」を建国して「燕京」に都を定め，「大都」と改名

した。南宋を攻め落として中国の統一を果たした後，「大都」は全中国の統治

の中心地になった。「大都」は，南北に長い長方形であったが，大量の水を城

内に引き入れた（図7）。

蓮花池は大きくなく，ここからの水路も小さなものであったが，北京の都市

としての発展にとって歴史上，重大な役割を有した。初期の北京城（蔚城）・

幽州・燕京城・中都の時代，主要な給水路であった。しかし元の首都とし

て，世祖フピライによる大規模な帝国都市の建設に至ると，蓮花池水系の水量

が少ないことが分かつた。全中国の政治中心地の都市用水と宮廷用水に対し，
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図8 元代京杭運河図5)

（ ）は現代名
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満足できないことが理解されたのである。このため，城への給水系統を蓮花池

水系から，その東北・北の西山・燕山からの導水に移した。

現在，「元『大都Jの建設によって，今日の北京の基礎が築かれた」と言わ

れている。大都の建設時，北京地区の水利の問題を基本的に解決し，水利の歴

史に重要な一歩を踏み出した。この水利建設により数百年の首都の基礎が築か

れたのである。具体的にみると，当時の都水監・郭守敬が清河（検河の上流）

に流れ込んでいた玉泉山や白浮泉などの湧き水を，白浮盆山河を開削して東南

方向に引き，今の見明湖に注入した。その後永定河の旧河道を利用して紫竹

院太平湖，積水i軍，後海，什剃海，中南海至東便門，さらに通恵j可に繋いだ

のである。これにより「大都」の用水問題が解決された。

「大都」には二つ給水ルートがあった。一つはこの白浮盆山河・海子（範囲

が今の太平湖・什利前海・什剃後海の面積よりすこし大きい）・通恵河で構成

した送水Jレート， もう一つが金水河と太液池で構成される宮廷公園に使うルー

トである。

なお1293年，郭守敬は82km11lの通恵河を開削して京杭大運河に繋げ， 24の

開門を設置して落差24m余あった大都から通州の舟運路を整備し南方の食

料を直接，大都に運び入れることに成功した（図 8）。この運河に水を供給し

たのが白浮盆山河からの導水であった。

この背景には，永定河の河床が上昇し，航行のための利用が困難になったこ

とがある。また金口河を復活させて西山の木と石の輸送，さらに耕地の濯蹴に

利用した。

7. 永定河の歴史的整備

北京にとって，歴史的にみて最も関わりの深い河川は永定河で，北京の母な

る河と見なされている。ここで北京の発展との関わりで永定河の歴史を見てい

こう。今日，永定河は北京の西南部を斜めに横切り，北京市内での河川長約

160km，北京市内流域面積3,168km2である。因みに，この大きさは北京市面

積の19%である。

永定河は，歴史的に名称の多い河である。大昔から今にいたるまで，永定河

には多くの名前があった。浴水・治水・湿水・清泉i可・高梁j可・桑乾河・雇溝

i可・ 1軍河・小黄河・無定河・永定河などと呼ばれ，それぞれが同時代の歴史の
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記憶とつながっている。

およそ三千年前，当時の永定河は晋北高原の「高軍都山」を貫通し，峻険を

通って今の慮溝橋所在地の平野を入ってから広大な平原上を乱流し，北京小平

原と呼ばれる大規模な沖積平原を形成した。この結果，平原の各地域に肥沃な

土壌が堆積され，また，多くの湖招，および豊富な地下水を残した。これを基

に北京地域の最初の文明が形成されていったが，中国最古の地理学文献『山海

経』の中で，永定河は「浴水」と記載されている。

前にも述べたように「蔚城jは北京城の前身である。蔚城の地域には豊富な

水資源があった。そのおかげで，蔚丘にある「蔚城」が発展した。蔚丘は，永

定河の沖積平原上にあり，湖・塘が周囲に広く拡がり豊富な地下水が形成され

た。今日，北京の名所である「広安門外蓮花池」の前身は，荊城西郊の西湖で

あり，その当時の面積は今の十数倍だった。ここから流れ出た「洗馬溝」（今

日，蓮花河と呼ばれる）が，繭城の南西の角を横切って南の壁の下を東へ流れ

ていた。この河が蔚城当時の最大の水源となった。考古学上の発見によると，

「西便門」から「和平門jまでの一帯に春秋・戦国から金代に至るまで井戸が

広く配置されていた。

蔚城が興った後，永定河の名称も複雑で、豊かになる。『漢書・地理志』の中

では「治水」と記載され，東漢の許慎著『説文解字』の中では「水Jと呼ば

れ，またその後いくつかの文献の中で「Y水」12）や「湿水」などと書かれてい

た。三国時代，永定河にはまた別称「高梁」が誕生した。『水経注』に記載さ

れたところによると， 205年，水を蔚城の郊外ヘヲ｜いて大規模な耕地を濯概す

ることとなった。北京歴史上，最古の水利工事である。

貌・晋・南北朝の時代，永定河は「水Jと呼ばれた以外に，上流は「桑乾

河J，下流は「清泉河」などの名称が付けられた。西山から流れ出した後の下

流部は「清泉河jと呼ぶと 『水経注』に記載されている。この名称の使用は

惰・唐の時期まで続j 永定河は長い歴史の中で非常に清澄で美しいと説明さ

れていた。

歴史上，永定河の名称は「桑乾河jを使った場合が多い。この名称の由来に

関しては，いろいろと言われている。その中で最も信じられるのは水源地から

の説明である。今日，山西省の雁北地区の「寧武県Jは，両漢の時代に代郡13)

に属する「桑乾県」と呼ばれていた。この県名を用いて， j可を命名したという

のである。また，その水源は古桑乾山であり，山の名で河を命名したと記載し
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図9 康照帝による永定i可治水

ている文献もある。この言い方は，「永定河は高山険峰から通り抜けて水流が

激しい特性Jにも合致すると思われる。

遼・金時代，永定i可は「桑乾河」の名以外に「温（庫）溝河」と初めて呼ば

れるようになった。これらの名称が同時に使われたことは，遼人と宋人の多く

の記録から分かる。金の時代，上流は依然として「桑乾河jと呼ばれ，下流は

「漉（慮）溝河」と称された。「麗溝」の由来に関して，『長安客話』の中に

「河の色が暗いため，慮溝14）と言われる」と記述されている。それは遼時代か

ら始まるが，河の水はすでに日々に濁り，砂量も著しく増大していた。金時代
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になると，慮溝河はすでに「泥沼と土砂で詰まるので，船も乗せられないJ
（『金史・河渠志』）状況であった。「中都」の建設のため上流部で樹木が伐採さ

れ，黄土の流出となったのだろう。この時期から永定河は何度も氾濫して災難

を与えた。北京城の脅威となる「害JII」となったのである。

元朝以降，北京は全国の統一王朝の首都になり，都市の規模と地域経済は迅

速に発展していった。永定河は，もとの「桑乾」，「庫溝」の名が残された以

外，「海河」，「小黄河」，「無定河」などの名前が付けられていた。注意を要す

るのは，これらの名称は元代より前の文献には絶対に見られないことである。

一方，元・明時代の史書の記録によく現れている。そして，「名は小黄河と言

って，濁っている」と，『元史・河渠志』で明確に記述されている。

これらの新しい名称の出現は 明らかに永定河の環境がさらに悪化し続けた

ことを反映している。砂量は極めて多くなり，流量は季節に従い大きく変化し

河道が絶えず移動し変わり，洪水が頻繁に発生した。そのため，堤防を築いて

永定河の水害を防御することは，元代以降の各王朝各皇帝にとって最も重要な

政務のーっとなった。

j青代康照37年（1698年），康照皇帝はこの河が連年水害を引き起こし首都の

安全にも危害を与えていることから，全面的に整備するよう子成竜（大臣）に

命じた。そして河道を疎通させると同時に 「良郷の老君堂」から「覇州柳の

分岐点」までの聞に，長さが百里に至る土手を築造させた（図 9）。この治水

後，康照帝はこの河川が永遠に安全に流れるようにとの願望の祈りをもって

「永定河」との名前を与えた。明らかにその「無定河jに対して，河水が永遠

に安全に流れるよう願望し祈ったのである。それから，「永定河」の呼び方が

今日まで用いられてきた。

1949年，新中国が建立されてから中央政府と北京市は永定河の管理と建設を

非常に重視している。 1949年11月，「永定河と流域の開発計画を整備する」と

の草案を策定した。草案の内容は，上流部では水害と風害の防止を強く推進

し，泥水で、土壌を改良することである。中流部ではダムを建設して洪水を防御

し貯水と発電することである。下流部では堤防を整備し，濯瓶を発展させる

ことである。

永定河の管理と建設として，この草案は実施された。新中国の創立時，慮溝

橋より上流の左岸にある石土手は，長年整備がされていなかったため状況は極

めて悪かった。この石土手が増水時に首都の安全を守る重要な防御線であった
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が， 1960年代後期から石土手に対して 7回の補強を行った。 1984年までに，こ

の左岸・石土手の補強工事は完成し，最大毎秒16,000m3の洪水を防御しよう

との基準を達成した。

永定河のj可道を凌深し，堤防の安全基準を達成するとともに，危険度の高い

すべてのダムを補強した。また，水質基準を達成するため河川を浄化し永定河

の状況を大きく変えてきた。「南水北調Jプロジ、エクトの北京区間の工事は順

調に進み，永定河をサイフォンで渡る工事も行われた。永定河左岸の安全を確

保するため，洪水の流量が毎秒2500m3を上回る時，必ず右岸に洪水を分流さ

せねばならない。この永定河洪水の分流問題を解決するため， 1985年から1987

年にかけて慮溝橋で分流工事が行われた。この工事によって，永定河には新し

い水門を造り，小清河に洪水の流れを分流するための水門を改築した。そして

大寧ダムを拡張した。また天津市の洪水を防ぐため，「屈家店J下流に永定新

河を開渠し，北部の重要な防御線を安全にすることができた。これから永定河

は太平になると期待される。

おわりに

水需給が逼迫している北京へ農業用水等を犠牲にして送水された。これによ

り，北京オリンピックは無事開催されたのである。都市の生活用水が最重要視

されていることがわかるが，法律の面でもそのような制度となっている。

2002年10月1日に施行された「中華人民共和国水法」では，第二十一条で

「水資源の開発・利用は，都市と農村住民の生活用水の需要を最初に満たし」

となっていて，都市と農村住民の生活用水が同等に他の利水に勝るとされてい

た。ところがその後， 4年も経たない06年4月15日に施行された「取水許可及

び水資源費用の徴収管理条例Jでは，第五条で「最初に都市の生活用水を満た

さなければならないJと，都市の生活用水の確保が第一に置かれている。その

背景として，「水、法Jが制定された2002年より一層 都市における水需給が逼

迫したのだろう。あるいは，北京オリンピックが念頭にあったかもしれない。

一方，農業（生産）用水は価格面で優遇されている。『条例』第三十条で，

他の水資源費より低くすることが規定されている。特に食糧作物の水資源費

は，経済作物より低くすることが定められている。また第三十三条で，農業

（生産）用水限度量を超えない取水は水資源費を払わないとなっている。
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中国にとって水問題は社会経済発展と強いつながりをもち，その阻害要因と

なっている。「南水北調」の大プロジ、ェクトが進められているが， 2000年から

始まった西部大開発も水不足地帯がその対象地域で，水の確保が重要な課題と

なっている。松浦は2004年に「中華人民共和国水法J（『水利科学JNo. 278), 

2008年に「取水許可及び水資源費用の徴収管理条例」（『水利科学』 No.303) 

を留学生の協力を得ながら翻訳し考察を進めたが，今後も関心をもって中国の

水政策の進展をみていきたい。

ところで本論文は，北京出身の越揚が松浦の指導の下で、行った卒業論文を，

松浦がさらに資料を加味して再整理したものである。この論文を纏めるにあた

り，特に「 6. 北京の歴史的発展と水との関わり」を整理するにあたり，中

国水利水電科学研究室の劉延憧氏から頂いたパワーポイント，および講演集が

重要な資料となった。劉氏は， 2006年11月3日 東京の荒川治水資料館で行わ

れた中国水利史研究会（会長松田吉郎兵庫教育大学教授）によるシンポジウ

ム「中国・日本の治水・水利技術の比較研究」で「北京城と水の淵源Jの講演

を行った。そこで興味深い多くの図面が掲載されているパワーポイントが用い

られた。水との関わりで北京の発展に関心をもっていた松浦は，是非ともこの

パワーポイントを提供していただきたいとお願いしたところ，快く承諾いただ

いた。早速，超揚に渡し，少しず、つ分析を進めていった。本論文にも，多くの

図面がこのパワーポイントから作成されている。劉氏に深く感謝したい。

また，図面の整理にあたり留学生・劉嬉停さんの協力があったことを明記

し感謝致します。

注

I) 国際基準では，一人当たり水資源量が1700m3より少ない場合は非常に不足と判断

される。

2) 願和園にある見明湖は，大湖，西湖，後湖の3つに分かれる。その面積は3000ム

一＝ I.99km2で、ある。なお昆明湖には， 20悦年から京密引水渠の水が導入されてい

る。

3) 美文来『水資源価値論』中国科学出版社， 1998年， p.235 

4) 審査・許可機関（行政）による河川の利用可能水資源量は，河Jll，湖沼，地下水

の多年にわたる平均流量に基づいて行われることとなっていて（「取水許可及び水

資源費用の徴収管理条例J第二十四条）， 10年に I回の渇水量を原則とする日本と

異なっている。当然，平均流量より下回る年度はしばしば生じるが，その時は取
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水を許可した機関によって緊急的な取水制限が行われることとなっている（「取水

許可及び水資源費用の徴収管理条例」第四十一条）。水不足に対する調整につい

て，日本と比べ行政の権限が極めて大きいことが分かる。

5) 出典劉延憧「北京城と水の淵源」（パワーポイント）を元に作成

6) 出典： http://dili.cpedu.net/tuku/kongbaitu/Cl/caitu/

beijingshipingyuanqudixiashuimaishenguochengxian.jpg 

7) 出典： http://www.nmg.xinhuanet.com/zt/2008-06/06/

xin_4230605061042046157499jpg 

8) ムー・畝。土地面積の単位。中国の Iムーは6.667a 15分の 1ha。日本の l畝は

ほぼ Iaである。

9) 出典：北支那開発株式会社業務部調査課『支那の水利開発問題上巻』 1939年

10) 出典：『水利百科図集』水利電力出版社， 1991年

11) この長さは白浮金山河も含めてのものと思われる。今日の通恵河の長さは20kmで

ある。

12) Yとはローマ字のアルファベットではなく，象形文字（漢字）のYである。

13) 代郡とは古代の郡の名前，今日の山西省東北部と河北省，内モンゴルの一帯を管

轄していた。

14) “慮”の意味は黒色である。永定河の河水の色が暗いので、慮溝の川と称された。
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