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Abstract 

China had introduced the concept of environmental assessment in 1973, after 40 years, it is institutionalized, 

high integrity, each related laws and regulations have been built. Although there are existing researches on 

environmental assessment of China in Japan, but they are concentrated in the legal system primarily, there is 

little analysis of the case. On the other hand, people have stated to pay attention to the biodiversity 

conservation since COP10 and EIA of railway. This study, through the literature search, already know there 

are mitigation hierarchy in EIA and for some reason, the several projects are temporarily terminated by MEP. 
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1.はじめに 

1973年に中国で第一回環境保護会議が行わ

れ、この会議で「三同時制度」(1)が確立され、

環境アセスメントの概念が初導入されたと考

えられている(黄时达,1983)。その後、40 年を

経て、環境影響評価法や各技術指針が制定さ

れた。 

2010 年 10 月に名古屋で開催される生物多

様性条約第 10 回締約国会議（CBD―COP10）

に於いて、地球規模の重要課題として挙げら

れる生物多様性保全が重視されており、この

生物多様性保全も注目された。同年、中国は

国際多様性年中国国家委員会を設立し、「中国

生物多様性保護戦略と行動計画 2011-2030」を

制定した。鉄道事業は中国の環境アセスメン

ト法律の生態影響項目に属していて、環境汚

染に対する影響は相対的に少ないが、生態系

への影響が大きな事業と考えられる(屈广

义,2011)。一方、日本側はリニア新幹線によ

る環境アセスメントが注目され、中国の高速

鉄道事業の環境アセスメントは参考価値があ

ると考えられる。日本国内における中国の環

境アセスメントに対する既存研究については、

「中国の環境アセスメント法制度の構造・運

用・効果 (1-5) : 日本法との対比で」（孟根巴

根,2009-2010）、「中国と日本の環境保全制度と

公衆参加に関する考察 : 環境影響評価制度

を中心に」（北川秀樹,2012）,環境省(2005)によ

る「諸外国の環境影響評価制度 調査報告書」

など、法制度の内容に集中しており、実際の

適用事例、特に生態系への緩和措置に関する

事例の分析は多くない。 

このような背景から、本研究では、まず、

中国の環境アセスメント制度に着目し、生態

系評価の指針を解明し、同時に、鉄道事業の

最新の動向を把握し、生物多様性分野に着目

し、実際の鉄道事業への適用事例を分析して

生態系へ影響の緩和措置などを抽出すること

を目的とする。 

 

2.研究方法 

中国のアセスメントの制度と生態系に関す
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る緩和措置を調査し、また、2013 年 4 月から

5 月にかけて中国環境保護部の環境影響評価

の公式ページに掲載された鉄道事業の環境影

響評価報告書それらの全審議状況について

（2008 年 11 月―2013 年 4 月 28 日）、特に生

態系への緩和措置に着目して内容を分析する

こととした。 

 

3.研究結果 

3.1中国環境アセスメント制度の概要 

1998 年 11 月、国務院が「建設項目環境保護

管理条例」を公布した。この条例は環境アセ

スメントを詳細に定義したものである。中国

の環境アセスメントの法律「中華人民共和国

環境影響評価法」は中華人民共和国第九期全

国人民代表大会常務委員会第 30 回会議（2002

年 10 月 28 日）で審議を通過し、2003 年 9 月

1 日から実施された。本法の原則により、本

法は持続可能な発展の戦略を実現するため、

計画事業と建設事業に伴う環境への悪影響を

防止し、経済や社会や環境が調和することを

目的とする。法の対象は「建設事業」と「計

画事業」を対象である。 

 

3.2中国の環境アセスメントの生態系評価 

a)生態系評価技術指針 

「中華人民共和国環境影響評価法」実施さ

れる以前でも生態系評価の「環境影響評価技

術指針・非汚染生態系影響」(1997)が「建設項

目環境保護管理条例」の一部として既に公布

された。本指針は生態系への影響についての

評価手法と基準が明確に定められ、生態系へ

影響を与える水利、水力発電、鉱業、農業、

林業、牧畜業、交通、天然資源や海洋の開発

及び観光資源の事業アセスメントが対象とな

っていた。2011 年 9 月、新しい「環境影響評

価技術指針・生態系影響」が実施された。同

時に、「環境影響評価技術指針・非汚染生態系

影響」が廃止された。 

 

b)中国版の生態系評価のミティゲーション・

ヒエラルキー 

ミティゲーション・ヒエラルキーとは開発

によって生じる影響を回避、低減した上で、

それでも残る影響を補償するために代替措置

を講じるという優先順位である。海外で生物

多様性オフセット（2）に使われている。「環境

影響評価技術指針・生態系影響」(2011)におい

て、緩和措置に関する条文は第 8 条である。

本条文では生態系への保全、回復、及び補償

原則である。第 8 条第 1 節第 1 項目の内容は

回避、緩和（低減）、補償（代償）と再建の優

先順位に従い、生態系への保全と回復の措置

を提案している。これらの措置は生態系への

復元と区域の生態系機能の増強の効果を求め

られている。次の第 8 条第 1 節第 2 項目では

代替できない、多大な価値がある、極めて敏

感、破壊されて回復できない敏感な生態系保

全対象（特殊生態敏感区域・絶滅危惧種）に

対して有効な回避措置あるいはハビタットの

代替案が必須と訴えている。最後に第 8 条第

1 節第３項目は措置を通して回復できる生態

区域に対してはできる限り回避を行う。それ

以外の場合は、回復、修復と補償（代償）の

措置を制定するよう義務付けられている。 

 

3.3中国鉄道事業の環境アセスメント 

a)鉄道事業の環境アセスメントのプロセス 

「鉄道基本建設項目の審議管理に関する通

知」（鉄計 2011、102 号）により、最初の段階

では鉄道部（鉄道部は 2013 年 3 月に解体）の

計画科と建設科が鉄道事業の初期開発の計画



を提出、項目提案書を作成し、国家発展改革

委員会へ送付して、審議する。次は、審議合

格の場合は環境影響評価事業者に委託して環

境影響評価の報告書(3)或いは報告表を作成す

る。そして、作成した報告書あるいは報告表

を環境保護部へ送付して、審議する。 

 

b)近年の中国鉄道事業環境アセスメントの事

例について 

 筆者は中国環境保護部ホームページから閲

覧可能な鉄道事業環境アセスメントの報告書

を整理した。2008 年 11 月から 2013 年 4 月 28

日までの鉄道事業のアセスメント（報告書レ

ベル）の実施件数は 55 件がであった。更に

55 件の実施案例の中で 52 件は環境保護部の

審議を通過、他の 3 件は「暫く見合わせ」の

状態である。一時中止された 3 件は「新築重

庆から万州までの鉄道旅客運搬業務専用線

路」、「華東二通道合肥から杭州までの鉄道電

気化改修」、「新築成都からの兰州線成都から

川主寺（黄胜关）区間」の 3 件である。 

 

c)進行中の EIA の審議の一時中止 

一時中止の 3件の通告時間はすべて 2011年

9 月以降、換言すれば新しい「環境影響評価

技術指針・生態系影響」の実施後に一時中止

されたことが分かった。以下はその内の１件

の中止理由を説明する。「新築成都からの兰州

線成都から川主寺（黄胜关）区間」（略称：成

蘭鉄道）の事業区域は四川省のパンダ自然保

護区を経由する。2012 年 12 月、中国環境保

護部は成蘭鉄道の審議を一時中止した。理由

は自然保護区内の生態系評価の論証は不充分

であり、環境保全の措置も足りず、更に、成

蘭鉄道の線路設計は他の鉄道線と住民用地を

囲み、騒音の抑制は不十分であり、市民参加

の説得力が足りない。大規模鉄道事業が環境

保護部に一時中止されることは極めて少ない。

なぜなら、これらの大規模事業の事業者は中

国の政府や国営企業だからである。成蘭鉄道

の例は政府が出資、国営企業成兰铁路有限责

任公司（生蘭鉄道有限会社）が建設を予定し

ている。成蘭鉄道の例を見ると、環境保護部

は環境アセスメント法を通してこの事業を一

時中止の役割を果たした。 

 

d)鉄道事業における生態系への緩和措置（ミ

ティゲーション・ヒエラルキーの事例） 

55 件の鉄道事業の環境影響報告書により、

これらの鉄道事業における生態系へ緩和措置

は主に回避、低減、修復、教育、生態系補償

制度（PES
(4)）が実施されているが、これらの

事業は事業によって異なる緩和措置が選用さ

れた（表 3-1）。一時審議中止の成蘭鉄道の事

例は回避や緩和（低減）や修復が行われる予

定があるが、十分であるため、生態系の再建

やハビタットの代替は考慮していない。以下

は本事例の緩和措置について説明する。本鉄

道事業は四つの区間に分けられ、内一つの成

都平原区間では、鉄道路線は既存の高速道路

と並行、土地利用を節約し、更に、新しい最

適化方案として水資源区域を回避することに

なった。もう一つの安県から茂県までの区間

ではトンネル方案を採用、この地域に省レベ

ルの自然保護区や、パンダの生息地がある。

トンネルの採用には地表の植被の破壊を低減

する効果がある。茂県からシン江関までの区

域にも、パンダの生息地があり、主にトンネ

ルと橋梁を採用し、地表の開発を低減する。

しかし、騒音と振動が動物に悪い影響を与え

ると報告書に書かれている。 

 



表 3-1 緩和措置を行う鉄道事業の概況 

事業名 

評価

書の

受理

日 

生態系の環境緩和措置 

厦门から深圳までの鉄道(陆丰至深圳改线) 2008 低減 

丽江から香格里拉までの鉄道線路 2009 回避 

西安から宝鶏まで鉄道旅客運搬業務専用線路 2009 修復 

石門から長沙までの鉄道第二線拡張 2009 修復 

哈罗線哈密南から罗中までの鉄道線路 2009 低減，修復 

广通から大理線の拡張改修プロジェクト 2009 回避，低減，修復 

沈阳から丹東铁まで鉄道旅客運搬業務専用線路 2009 低減 

张家口から唐山線までの鉄道 2009 低減，修復，教育 

沪昆旅客運搬業務専用線路玉区間 2009 低減，修復 

荆州から岳阳線までの鉄道 2009 低減，修復 

成都から重庆旅客運搬業務専用線路 2009 回避，低減，修復 

连云港から盐城までの鉄道 2009 修復 

大准から朔黄鉄までの道連絡線路プロジェクト 2009 回避，修復 

沪通線上海（安亭、四团）から南通段までの鉄

道 
2010 教育 

九景衢鉄道 2010 低減，生態系補償制度 

天津から保定までの鉄道 2010 回避，低減，修復 

成都から贵阳線、乐山ー贵阳 2010 回避，低減 

运城から三门峡までの鉄道 2010 修復 

宁西線西安から合肥までの第二線プロジェクト

の拡張 
2010 修復 

宝鶏から兰州までの鉄道旅客運搬業務専用線路 2010 低減，修復 

杭州から黄山までの鉄道 2010 回避，低減，教育 

哈尔滨から佳木斯までの鉄道 2010 修復 

呼和浩特から张家口までの快速鉄道 2010 修復，教育 

皖赣線の電気化改修プロジェクト 2011 回避，低減 

沪通線上海（安亭）から南通までの鉄道 2012 低減 

重庆から万州までの鉄道旅客運搬業務専用線路 2012 修復 

成都からの兰州線成都から川主寺（黄胜关）区

間の工事設計変更 

2012 回避、低減、修復，教育 

北京から瀋陽までの鉄道旅客運搬業務専用線路 2012 修復 

懐化邵陽から衡陽までの鉄道 2012 回避，低減，生態系補償制度 

新疆红柳河から淖毛湖までの鉄道 2013 回避，低減，修復 

 

４．考察 

中国の環境アセスメント法制度は近 40 年で

継続的に改善されており、特に生態系評価に

おいてのミティゲーション・ヒエラルキー概

念の追加は極めて重要と考えられる。本概念

の追加のため、事業者に対する生態系への評

価の要求が高まるが、新たな緩和措置を提案

した故、生態系の保全に積極的な役割を果た

すことができる。中国環境保護部は環境アセ

スメント事業を中止することや事業者に警告

を与えることがあるが、この行為は積極的な

意義があると考えられる。最後に未だに中国

の生物多様性オフセットの事例は存在してな

いが、中国版の生態系へのミティゲーショ

ン・ヒエラルキーの法律があるため、今後中

国の生物多様性オフセットの事例が期待され

ている。 
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