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持続可能な発展のための行動綱要を制定
鎌田 文彦

１．持続可能な発展をめざす

国務院は、2003年７月25日に、「中国の21世紀

初頭における持続可能な発展のための行動綱

要」（以下、「行動綱要」とする）を発表
(注１)

した。

この行動綱要は、国務院の国家発展・改革委員

会、科学技術部、外交部、教育部及び民政部な

どが中心となってとりまとめたものであり、過

去10年間の中国における持続可能な発展をめぐ

る活動を振り返り、その成果及び課題を総括す

ると共に、今後10年から20年間を射程に入れた

持続可能な発展実現のための基本方針を表明し

ている。ここで提起されている方針は、今後中

国で採られる個別の政策の基準となり、それら

を大所高所から規定し、中国が進もうとしてい

る方向を中長期的に示すものである。本稿では、

行動綱要制定までの経緯を踏まえつつ、その内

容を紹介することとしたい。

２．行動綱要制定までの経緯

中国は、1971年に国連に復帰したが、その直

後の1972年にストックホルムで開催された国連

人間環境会議への参加を皮切りとして、国連環

境計画（
(注２)

UNEP）の理事国を務めるなど、国連

による環境問題への取り組みに積極的に関与し

てきた。1992年６月に、リオデジャネイロで開

催された国連環境開発会議（リオ・サミット）

に際しては、その前年に北京で準備会合を開催

し、またサミットへは李鵬首相（当時）を団長

とする代表団を送り込むなど、サミットを成功

させるために積極的な環境外交を展開した。こ

のリオ・サミットをとおして、中国は、国連を

中心とする環境保全活動に対して積極的に協力

すると共に、発展途上国の立場に立って先進国

に対してその権利を主張するという中国の地球

環境問題に対する立場を鮮明に打ち出
(注３)

した。リ

オ・サミットでは、持続可能な発展のための原

則を提起した「環境と開発に関するリオ宣言」、

21世紀に向けての具体的な行動計画である「ア

ジェンダ21」等の文書が採択され、各国はそれ

らに基づいて独自の行動計画を策定することと

なった。

中国では、これを受けて、1994年２月に、「中

国版アジェンダ21」とも言うべき「中国21世紀

アジェンダ―中国21世紀人口、環境及び発展白

書」を発表し、その後この行動計画に基づく数々

の具体的施策を実行してきた。政府の予算も、

この分野に重点的に投じられた。例えば、1998

年から2002年までに環境保全及び生態系保護の

ために投入された国家予算は5800億元（１元は

約14円）で、同期間の中国の GDP(国内総生産)

の約1.29パーセントを占
(注４)

めた。この予算額は、

建国直後の1950年から1997年までに同分野に投

じられた予算総額の2.8倍にあたると
(注５)

いう。2002

年８月から９月にかけて、南アフリカのヨハネ

スブルクで開催された「持続可能な開発に関す

る世界サミット」においても、中国は朱鎔基首

相（当時）を団長とし、政府及び民間の代表120

名余りから成る代表団を派遣し、首脳会議にお

いて京都議定書の批准を正式表明するなど、環

境問題に対する中国の積極的な姿勢を改めて内

外に印象付けた。

今回発表された行動綱要は、2000年からとり
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まとめのための作業が始まった。リオ・サミッ

ト以降約10年間にわたる中国での持続可能な発

展をめぐる諸課題に対する取り組みを、政府自

らが評価するとともに、21世紀初頭に中国が採

るべき基本方針がまとめられている。

３．過去10年間の総括

行動綱要では、過去10年間に中国が達成した

成果を４つの側面からまとめている。また、中

国が現在直面している矛盾及び課題が列挙され

ている。中国の現状に対する中国政府の自己認

識をうかがうことができる。

⑴ 成果

① 経済発展の側面

国民経済は、急速かつ健全な発展を続けてお

り、総合的国力は大いに増大したとしている。

GDPは10兆元を
(注６)

超え、発展途上国としては外国

からの直接投資が最多の国となり、また輸出入

総額では世界第６位となった。国民の生活水準

及び生活の質は大きく向上し、国内経済の構造

が秩序あるものへと徐々に改善されつつあると

している。

② 社会発展の側面

人口の急激な増加の趨勢は抑制されつつあ

る。科学技術を中心とした教育事業に積極的な

進展が見られ、社会保障制度の充実、貧困撲滅、

災害防止、医療・衛生制度の充実、地域間の発

展格差の縮小などの面で、著しい成果があった

としている。

③ 生態系保護、環境保全及び資源の合理的な

開発・利用の側面

生態系保護及び環境保全に対する国の予算額

が大幅に増えた。エネルギーの消費構造は、徐々

に望ましいものとなりつつある。重点河川及び

重点水域の指定を受けた場所での水質汚染に対

する総合的な管理が強化された。大気汚染の予

防には、画期的な進展が見られた。耕地を森林、

湖、草原に戻す政策を推進し、それが生態系の

回復に大きな効果をあげたとしている。

④ 持続可能な発展に関する能力涵養の側面

地方政府及び国務院の各部・委員会は、持続

可能な発展戦略を、それぞれが担当する地域及

び分野の各種計画の中に組み入れている。国民

全体の持続可能な発展に対する意識には、明確

な向上が見られた。持続可能な発展に関連する

法令が続々と制定され、また絶えず改訂されて

定着しつつあるとしている。

⑵ 課題

① 持続可能な発展に関して突出している矛盾

確かに以上のような成果はあがったが、中国

は依然として持続可能な発展との関連で困難な

情況をかかえているとして、行動綱要ではそれ

を5つの矛盾という形で表現している。それらの

矛盾とは、次のようなものである。

・経済の急速な成長と資源の大量消費・生態系

破壊との間の矛盾

・経済発展の水準向上と社会発展の相対的停滞

との間の矛盾

・地域間の経済的及び社会的発展の不均衡とい

う矛盾

・膨大な人口と資源の相対的不足との間の矛盾

・現行の政策及び法令と持続可能な発展戦略に

とって必要なあるべき政策及び法令との間の

矛盾

② 早急に解決を要する問題

行動綱要は更に、早急に解決を要する問題を

具体的に列挙している。いずれも、深刻で解決

困難なものであるが、直面する問題を真正面か

ら見据えて表現する姿勢の中に、現在の中国政

府の問題解決に対する意欲と自信をうかがうこ

とができるように思われる。

・国民の資質が総合的に見て未だに低い。

・人口の高齢化が加速している。

・社会保障制度が不充分である。

・都市及び農村の就職難が共に深刻である。
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・経済構造が合理的とは言えない。

・市場経済の運行メカニズムが不完全である。

・エネルギー体系におけるクリーン・エネル

ギーの割合が小さい。

・インフラ建設が遅れている。

・国民経済における情報化の程度が依然として

低い。

・自然資源の開発・利用における浪費現象が際

立っている。

・環境汚染が依然として深刻である。

・生態環境悪化の傾向が充分に抑制されていな

い。

・資源管理並びに環境保全立法及びその実施に

不足の点がある。

４．重点分野

以上のような成果と課題を踏まえて、行動綱

要は、６つの分野について、持続可能な発展を

実現するための基本方針を提起している。それ

ぞれについて、特に重要性が強調されている論

点を紹介する。

なお、これらの基本方針の実現のために、行

政的手段、経済的手段、教育的手段、法的手段、

モデル地域・モデル分野の設定及び国際協力と

いったあらゆる手段を総動員するとしている。

① 経済発展

経済発展という中国にとっての至上の課題に

取り組む場合においても、生態系の破壊防止及

び環境保全を重視し、そのための産業構造の改

革を進めるとしている。農業及び工業分野での

技術革新を進めると共に、サービス産業及び情

報産業の振興をはかる。

また、国内の地域間格差及び都市と農村との

間の格差の是正が急務であるとし、そのために

も中国全土で小都市の形成を促すべきことを主

張しているのが注目される。地方小都市におい

て、大都市の経済・文化等の地方浸透をはかる

と共に、農村の過剰労働力を吸収しようとする

構想が提起されている。

② 社会発展

社会発展の眼目として第一に強調されている

のは、総人口の抑制である。人口問題は、現代

中国においては、環境問題と並ぶ二大政策課題

と位置づけられている。引き続き計画出産とい

う基本国策を堅持し、人口に対する総合的な管

理を強化すると共に、出産と育児のための制度

を改善し、国民の資質を高めるとしている。

経済発展の水準に見合うような医療・衛生制

度、就職・労働制度及び社会保障制度の充実も

課題である。これらの社会的機能は、かつては

人民公社や国有企業等が構成員及びその家族に

対して「ゆりかごから墓場まで」保障していた

ものであるが、現在では所属組織から相対的に

独立した社会制度として、これらの機能を定着

させる試みが続けられている。

③ 資源保護

水資源、土地、水力・火力等の各種エネルギー

源、森林、草原、鉱産物、海洋及び風力・太陽

光などの自然エネルギー等の資源を合理的に使

用し、また節約し、資源の利用率及び利用効率

を高める。重要資源を安全で安定的に供給し、

また戦略的資源を備蓄する制度を確立すること

が目指されている。

④ 生態系保護

長江及び黄河の上流地域など森林が未だに豊

富に残されている地域については自然保護区と

し、貴重な自然資源を保護して生態系を維持す

ると共に、水資源の確保にも力を注ぐとしてい

る。また砂漠化が進行している中国の西北部な

どにおいては、植樹等の方法により全力で砂漠

の拡大の防止をはかる。

農村部においては、生態系に配慮した農業技

術の開発及び普及に努め、都市部においては、

緑地を豊富にし、生活環境の改善をはかるとし

ている。
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⑤ 環境保全

汚染物質の環境への排出規制に全力をあげ

る。河川の水質汚染、都市部での大気汚染及び

一部海域での海洋汚染に対して、総合的対策を

講ずる。環境保護のための法令及び規格を整備

すると共に、クリーン生産及び環境保全産業の

発展を促進する。

地球環境を護る活動に積極的に協力し、国内

の環境の質を改善すると同時に、全世界の環境

保護のために貢献するとしている。

⑥ 能力涵養

人口、資源及び環境に関する法令及びそれに

基づく制度を改善し、その執行力を強化する。

宣伝及び教育のためのメディアを十二分に活用

して、国民全体の持続可能な発展に対する意識

の向上をはかる。持続可能な発展に関する指標

を明確にし、また観測評価システムを確立し、

政府、国民及び科学研究分野における関連情報

の共有をはかるとしている。

６．ヴィジョンの提起

中国は、膨大な人口をかかえ、また相対的に

低開発の広大な農村部を擁する中で、経済発展

という至上の課題に取り組んでいる。しかも、

21世紀においては、その課題は、環境及び生態

系に十二分に配慮した持続可能な発展という枠

組みの中でのみ達成可能であることが、中国で

は充分に認識されているといえる。持続可能な

発展の観点は、今や経済発展の制約条件ではな

く、それなしには経済発展自体がありえないと

いう形で位置づけられている。行動綱要は、中

国が、このような時代背景をふまえて、持続可

能な発展に関する中長期的ヴィジョンを内外に

提起したものであり、その枠組みに基づいて個

別の政策を進めることを宣言したものである。

このように定期的に中長期的ヴィジョンを提起

しつつ前進するという中国の姿勢は、注目に値

するものと思われる。

注

⑴ 原語は「中国21世紀初可持続発展行動綱要」。原文

は『人民日報』2003.7.25に掲載されている。なお、

国務院の国家発展・改革委員会等が運営するサイト

「環境発展」 http://sd-ep.cei.gov.cn/index.asp>に

も、行動綱要の中国語版及び英文版（“Program of
 

Action for Sustainable Development in China in
 

the Early 21st Century”）が掲載されている（last
 

access2003.9.2）。

⑵ ストックホルム会議の決議に基づいて設置され

た、人間環境の保護のための国際協力を目的とする

国連機関。本部は、ケニアのナイロビに置かれてい

る。

⑶ 中国の環境問題に対する取り組みの経緯について

は、次の文献を参照した。

木村敦彦「地球環境問題に関する取組み」中国研究

所編著『中国の環境問題』新評論,1995,pp.128-140.

大塚健司「中国╱持続可能な環境保全メカニズム

を求めて」『アジ研ワールド・トレンド』No.88,

2003.1,pp.22-25.

⑷ 比較のために、日本のケースを試算すると、1998年

度から2002年度までの、日本の環境保全関係予算の

対 GDP比率は1.16パーセントとなった。これは、『環

境白書』各年版に掲載されている、環境省が集計した

各省庁及び財政投融資対象機関等の環境保全経費

を、同時期の日本の GDPで除した数字である。中国

の統計の取り方が不明のため、正確な比較はできな

いが、経済規模に比して日本と同等又はそれ以上の

環境保全経費が投入されていると言えそうである。

⑸ ここでの中国の統計数字は、劉江「『中国21世紀ア

ジェンダ』から『持続可能な発展のための行動綱要』

へ」『人民日報』2003.7.25による。

⑹ 2002年の中国の国内総生産（GDP）は、10兆2398億

元（約145兆4000億円）であり、対前年比８パーセン

トの増加となった。21世紀中国総研編『中国情報ハン

ドブック』2003年版,蒼蒼社,2003.8,p.271より。

（かまた ふみひこ・海外立法情報課）
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