中国の環境行財政の制度設計に関する研究
－インセンティブの視点から－

2021 年 9 月
新潟大学大学院
現代社会文化研究科
氏名：PENG Songqi

目次
第1章

序論...................................................................................................................... - 1 -

1.1.

研究背景.............................................................................................................. - 1 -

1.2.

研究課題.............................................................................................................. - 3 -

1.3.

先行研究のレビュー .......................................................................................... - 5 1.3.1. 財政分権と公共財供給に関する先行研究のレビュー ......................... - 6 1.3.2. 昇進制度と環境保護に関する先行研究のレビュー ........................... - 12 1.3.3. 昇進考課指標、グリーン GDP と環境保護の先行研究のレビュー . - 17 1.3.4. まとめ....................................................................................................... - 20 -

1.4.
第2章

論文の構成........................................................................................................ - 20 中国における環境・経済・環境行政機構の概観 ........................................ - 23 -

課題................................................................................................................................ - 23 2.1.

経済・環境の概観 ............................................................................................ - 24 2.1.1. 経済........................................................................................................... - 24 2.1.2. 環境........................................................................................................... - 27 -

2.2.

環境クズネッツ理論による展開 .................................................................... - 31 -

2.3.

政府の構成........................................................................................................ - 35 -

2.4.

政府の職責........................................................................................................ - 37 2.4.1. 行政法による政府の職責 ....................................................................... - 37 2.4.2. 環境保護に関する法律による政府の職責 ........................................... - 38 -

2.5.

環境行政システムにおける問題点 ................................................................ - 45 -

小括................................................................................................................................ - 51 第3章

インセンティブの視点から見た中国の環境行財政制度 ............................ - 53 -

課題................................................................................................................................ - 53 3.1.

行政分権............................................................................................................ - 54 3.1.1. 行政分権の発展過程 ............................................................................... - 54 3.1.2. 行政分権のインセンティブの理論的分析 ........................................... - 57 -

i

3.1.3. 行政分権による環境保護への影響 ....................................................... - 59 3.2.

財政分権............................................................................................................ - 65 3.2.1. 財政分権の発展過程 ............................................................................... - 65 3.2.2. 財政分権のインセンティブの理論的分析 ........................................... - 68 3.2.3. 財政分権による環境保護への影響 ....................................................... - 69 -

3.3.

昇進制度............................................................................................................ - 73 3.3.1. 昇進制度の発展過程 ............................................................................... - 73 3.3.2. 昇進制度のインセンティブの理論的分析 ........................................... - 75 3.3.3. 昇進制度による環境保護への影響 ....................................................... - 76 -

3.4.

監督問責制度 .................................................................................................... - 79 3.4.1. 内部の監督 ............................................................................................... - 79 3.4.2. 外部の監督 ............................................................................................... - 80 3.4.3. 監督問責制度による環境保護への影響 ............................................... - 81 -

小括................................................................................................................................ - 82 第4章

環境行財政制度を改革するアプローチ ........................................................ - 85 -

課題................................................................................................................................ - 85 4.1.

分権制度............................................................................................................ - 86 4.1.1. 各級政府間の行政権と財政権を合理的に分配する ........................... - 86 4.1.2. 環境保護移転支払制度を改善する ....................................................... - 87 4.1.3. 土地財政を規範化する ........................................................................... - 88 -

4.2.

昇進考課制度の指標選択 ................................................................................ - 89 4.2.1. グリーン GDP の概念定義 ..................................................................... - 91 4.2.2. グリーン GDP の現実的意義 ................................................................. - 92 4.2.3. グリーン GDP についての思考 ............................................................. - 95 -

4.3.

監督問責制度 .................................................................................................... - 98 -

小括................................................................................................................................ - 99 第5章
5.1.

結論と今後の課題 .......................................................................................... - 101 結論.................................................................................................................. - 101 ii

5.2.

今後の課題...................................................................................................... - 103 -

参考文献.............................................................................................................................. - 105 英語文献（アルファベット順） .............................................................................. - 105 日本語文献（五十音順） .......................................................................................... - 108 中国語文献（ピンイン順） ...................................................................................... - 108 謝辞 ..................................................................................................................................... - 115 -

iii

第1章 序論

1.1.

研究背景

1978 年に改革開放した以降、中国は高度経済成長期に入り、GDP 成長率 7%以上の成
長速度を維持している。2020 年までに、中国はすでに世界第二位の経済大国となり、国
民一人当たりの所得も 1 万ドルを突破した1。同時に、実体経済を主とする経済構造は工
業と制造業が中国の巨大な経済規模を支えたことを意味している。このような経済構造
の下で、巨大な経済発展は国家生産力の大幅な増加、国民の生活水準の顕著な向上をもた
らした。それに対して、急速な工業化に伴い、自然資源の枯渇問題、生態系の破壊問題、
自然環境の汚染問題が顕在化してきた。
国際的な視点から見れば、UN Environment Programme が発表した報告書(Emissions Gap
Report 2019)により、2018 年時点で中国の二酸化炭素排出の絶対量は世界一となっていた
2。中国国内において、1994

年から 2019 年まで、主要な汚染物質(SO2、COD、BOD、固

体廃棄物)の排出量は増加し続けていた3。中国環境生態部の報告によれば、2019 年では、
大気汚染、水汚染、耕地汚染は中国の三大汚染問題であり、全国 337 都市のうち、空気の
質が基準に達していないのは 180 都市で、53.4%を占めている。全国の地表水 1931 ヶ所
のモニタリング地点の中で、人間の生活水準に達していないのは 25.1%を占めている。全
国の 15 億 5000 万ムーの耕地の中で、汚染された耕地は 1 億 5000 万ムーあり、食糧の

1

中国統計局「人均收入（一人当たりの所得）
」、
（https://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01）
閲覧日：2021/2/14。

2

UN Environment Programme (2019) ,Emissions Gap Report 2019,
（https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2019）

3

最終閲覧日：2021/2/14。

中国統計局「主要污染物质排放（主な汚染物質の排出量）
」、
（https://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01）

最終閲覧日：2021/2/14。
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最終

1200 万トンの減産を招いた4。中国の環境汚染は深刻であることは明らかである。
まず、環境問題は世界的な問題である。特に大気・海洋汚染などの問題は、中国本土の
生態環境と国民生活を破壊するだけでなく、その隣国、例えば韓国、日本などにも影響を
与えている。温暖化ガスの排出は、全世界、全人類の生活を更に脅かしている。中国は
GDP が上位の大国として、その責任を担い、世界の人類の平和と繁栄に貢献しなければ
ならない。
その次に、環境問題の影響を最も大きく受けているのは中国国内の経済発展と住民生
活である。国民の物質的生活が基本的に保障されている今日、国民はより安全で健康な生
活を求める意識がますます強くなっている。中国国家主席の習近平が中国共産党第十九
回全国代表大会で指摘したように、
「中国社会の生産能力は全体的に著しく向上し、多く
の面で世界の先頭に立っており、更に際立った問題は発展の不均衡であり、これはすでに
国民の日々増加する美しい生活の需要を満たす主要な制約要素になっている5」
（筆者訳）
。
国民生活の需要は各分野をカバーし、物質生活の需要のほか、政治生活、社会生活、生態
文明などの分野の需要がある。新しい時代において、社会発展の主要な矛盾は、後進的な
生産性と国民の日々増大する物質需要の間における矛盾から、不均衡な発展と人民の
日々増加する良好な生活の需要の間における矛盾に変化したと言える。
このような背景から、中国中央政府における環境問題への取り組みが増加傾向である。
1990 年に環境保護を基本的な国家発展戦略として定めて以来、
「持続可能な発展観」6、

4

中国環境生態部（2019）
「中国生態環境状況公報」
、
（http://www.mee.gov.cn/hjzl/sthjzk/zghjzkgb/）最終
閲覧日：2021/2/14。
大気汚染は『環境空気質量標準』
（GB3095-2012）
、水汚染は『地表水環境質量標準』
（GB3838-2002）
に基づいて評価されている。

5

習近平（2017）
『决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第
十九次全国代表大会上的报告』、人民出版社。

6

1994 年国務院第十六回会議に提出された『中国 21 世紀議程』によれば、持続可能な発展は 21 世紀
において中国の発展の中心にあるものとして定められた。
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「五位一体」7などの発展戦略が次々と提案されてきた。2008 年に行った国務院の構造改
革では、国家環境保護総局が生態環境部になり、国務院の構成機関となった8。立法の観
点から見ると、環境関連の法律が次第に完備され、対象とする領域は、大気、水資源、海
洋、騒音、土地などの多方面の環境問題を含み、徐々にその対象範囲を拡大している。環
境保護に関する法律の拘束力も強まっている。政策的には、
「コマンド―コントロール型」
の環境政策に次いで、ごみ袋有料制度、汚染物質排出費用（環境税）、排出権取引制度な
ど「インセンティブ型」の環境政策がとられている。
以上の背景から、国際的な視点から見ても、国民のニーズから見ても、国家発展の理念
から見ても、環境保護をより一層効果的に行うことは当面の重要な課題である。中国は環
境政策、環境法律などの分野において大きな調整を行っているにもかかわらず、それを支
える環境財政システムにおける制度はほとんど変わっていなかった。国家の発展理念が
変わったため、国家の集団利益最大化の発展目標と地方政府及び官僚の個人利益最大化
の目標に乖離が生じ、制度の「incentive compatibility（誘因両立性）
」が失われ、結果とし
て地方政府及び官僚の環境保護に対する積極性が不足し、環境保護政策の実行力が不足
する。こうした考えに基づき、本研究では環境財政システムにおけるインセンティブメカ
ニズムに焦点を当て、インセンティブの視点から環境行財政システムのあり方を分析す
ることを課題としている。

1.2.

研究課題

本稿は、中国の環境行財政システムにおいて、行政分権制度、財政分権制度、昇進考課
制度や監督問責制度により地方政府と官僚に与えるインセンティブを分析し、それと環
7

2012 年に開催された中国共産党第十八回全国代表大会では「経済・政治・文化・社会・生態文明を
共に発展させる」
、いわゆる「五位一体」の発展戦略が打ち出された。

8

環境保護総局と生態環境部の行政レベルは同じ「正部」のレベルであるが、権力に差がある。生態環
境部は国務院の構成機関として、国家の発展計画に参加し、国家政策を制定する権力を持ってい
る。
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境保護とのかかわりや問題点について考察を行う。
植田和弘(2002)に指摘されたように、環境に関する行政機構と司法制度、そしてそれを
支える行財政システムは環境問題に対処し、環境保護を行うために制定された法や政策
を執行するための不可欠の存在であり、そのあり方如何は環境政策の性格や効果を大き
く左右する9。つまり、環境保護のためには、環境政策を効果的に執行するための環境行
政機構と環境行財政システムのあり方を検討する必要がある。
金紅実(2016)は、中国の環境行財政システムの研究においては、社会主義市場経済体制
の導入は無視してはならないと示した。中国独自の社会主義市場経済体制では、固有の社
会主義政治経済体制を前提に、この制度的大枠の中に資本主義市場経済理論を複合的に
導入し、世界的にも同様な混合型経済体制はないといえる10。こうした体制では、政府は
資源を配分する権力を持つ一方、市場に介入する機能も備えられている。
Tong(2007)によれば、中国独自の社会主義市場経済体制では、地方政府と官僚は巨大な
自由裁量権が与えられたため、環境政策の執行力は地方政府と官僚の意思に大きく決め
られている11。唐啸(2016)が示したように、地方政府と官僚の意思決定は制度によるイン
センティブに顕著に左右されている12。以上の先行研究を踏まえると、中国の環境行財政
システムと環境保護のかかわりを以下のフローとして理解できる。
環境行財政システム→制度のインセンティブメカニズム→地方政府と官僚の意思決定
→環境政策の執行力→環境保護
つまり、制度のインセンティブメカニズムをいかに設計するのかは環境保護に対して
非常に重要である。中国の環境行財政システムの構成要素としては、主に行政分権制度、
9

植田和弘（2002）
「環境政策と行財政システム」
、寺西俊一・石弘光編、
『環境保全と公共政策』
、岩波
書店、93―122 頁。

10

金紅実（2016）
『中国の環境行財政―社会主義市場経済における環境経済学』
、昭和堂。

11

Tong, Yanqi (2007) “Bureaucracy Meets the Environment：Elite Perceptions in Six Chinese Cities,” The China
Quarterly, (189), pp.100–121.

12

唐啸・胡鞍钢・杭承政(2016)「二元激励路径下中国环境政策执行——基于扎根理论的研究发现」
、
『清华大学学报(哲学社会科学版)』
、(03)、38-49+191 頁。
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財政分権制度、昇進考課制度と監督問責制度の四つの制度が挙げられる。ここで留意して
おきたい点は、行政分権制度と財政分権制度のインセンティブの対象は地方政府であり、
昇進考課制度と監督問責制度のインセンティブの対象は官僚であることである。なお、
「行政下請制度」13の下で、地方政府は行政命令を受け、目標となる任務を遂行するべき
である一方、下請契約で目標額以上を達成すれば、一定の比率で差し引いた額を受け取る
ことができる。Oi(1995)が指摘したように、中国の地方政府は公共部門の性質だけでなく、
企業の性質も備えている14。つまり、行政分権制度と財政分権制度を検討するにあたって
は、地方政府の企業としての性質を検討する必要があることも留意すべきである。
以上の問題認識に基づき、本稿では、以下の三つの課題に焦点を当てて検討していく。
第一に、環境政策を執行する主体としての環境行政機構の、構成、権限とその執行上の
問題点を考察する。
第二に、現在の制度によるインセンティブメカニズムがいかに意思決定主体としての
地方政府とその構成員である個々の官僚の意思決定に影響するか、考察する
第三に、持続可能な発展のためのインセンティブメカニズムはいかに設計するべきか
検討する。

1.3.

先行研究のレビュー

政府的視点に基づく地域環境保護に関する研究は、財政分権と政治集権の二つの方向
に大別される。財政分権と政治集権を特徴とする中国式分権は地方政府間の競争を促し、
各地域の発展を加速させた。このような改革モデルは、改革開放以来の急速な経済成長、
公共財の供給、財政支出の偏重などを理解する重要な制度的要因である。これは中国政治
経済に関連する文献の共通認識である。例えば、Blanchard and Shleifer（2001）、Cai and
Treisman（2006）、Qian and Roland（1998）、Qian and Xu（1993）、Xu（2011）、傅勇（2010）、

13

「行政下請制度」は第三章で詳しく説明する。

14

Oi, Jean C. (1995) “The Role of the Local State in China’s Transitional Economy,” China Quarterly, p.1132.
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傅勇・張晏（2007）などの研究がある。環境は公共財の典型であり、優れた環境を提供す
ることは政府部門の主な責任である。また、環境という公共財管理の効率は財政制度、経
済発展レベル、エネルギー消費構造などの重要な変数に影響されるだけでなく、中央政府
の環境行政管理制度と地方政府の環境策略ゲームなどの要素も同様に重要であることが
示されている。すなわち、環境問題に関する研究は、環境政策や環境ガバナンス技術の分
析だけでなく、環境問題の背景にある制度的要因や政府行動の分析に至るものである。そ
こで、行財政制度と政府の視点から環境規制問題を研究することは、近年、各国の学術界
において環境問題を論じる際の新たな分野となっている。財政分権、政治集権と環境保護
に関する文献の整理を行った代表的な研究成果は、Cumberland (1980)、Levinson (1996)、
List (2003)、Oates and Schwab (1988)、Ogawa and Wildasin (2009)、Revesz (1996)、Sigman
(2005)などの研究がある。

1.3.1.

財政分権と公共財供給に関する先行研究のレビュー

（1）財政分権と公共財提供の効率性
最初に起こった財政分権についての理論は分権制度の存在の合理性、特に地方政府機
能配分と公共財供給などの問題を説明した。Hayek(1945)は、地方政府は地域情報の入手
に有利であるため、中央より地域住民の嗜好に合致した公共用品を提供できる可能性が
高いと指摘した15。Tiebout(1956)によれば、住民の自由移動、すなわち「足で投票する」
メカニズムが分権制度下で公共財の供給と地域消費者の好みを最適にマッチングし、公
共選択(例えば投票制度)より地域消費者の実際の好みをより効果的に表示できると考え
た16。Musgrave(1959)は、分権の意味を公式的に明確化し、
「財政連邦主義(fiscal federalism)」
あるいは「財政分権」という概念を提唱している。同氏は、中央と地方の各級政府との間
15

Hayek, Friedrich August (1945) “The Use of Knowledge in Society,” The American Economic Review 35(4),
pp. 519–530.

16

Tiebout, Charles M. (1956) “A Pure Theory of Local Expenditures,” Journal of Political Economy 64(5), pp.
416–424.
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で税制権の配分を制度的な形で固定化し、地方政府に比較的独立した財政権を与えるこ
とができると考えており、これによって公共品の供給効率と配分の公平性の間に優れた
バランスを実現できると考えている17。
Oates(1972)の理論は財政分権研究の新たな論理起点を開いた。彼は、政府内の財政分権
のコストと利益がトレードオフされてこそ、分権の正当性を判断できると考えている。分
権による公共財供給のデメリットは、各区域間の溢出性を地方政府間により調整するこ
とが難しく、中央からの集中的な供給による規模の経済の効果が得られないことである。
しかし、公共財の集中的な供給に依存することで、中央政府は供給財の差別化を調整でき
なくなる。Oates は、中央政府が公共財を提供すれば、同質の公共財しか提供できないと
仮定している。そのため、分権による供給公共財の最適規模は差別化供給による限界収益
と分権による外部性限界コストが等しいところにある18。この分権理論は実際には最適な
分税制度の主要な原則を確定した、つまり地区の異質性と規模の経済の間のバランスで
ある。
（2）財政分権とインセンティブ
その後、分権に関する研究の重心は公共財の供給効率から地方政府の行動パターンに
移った。これらの理論は、政府官僚のインセンティブは公共財の供給に極めて重要であ
り、その利己的な動機を考慮しなければならず、政府、特に地方政府は必ずしも社会福祉
の促進を目的としなければならないとは考えていない。これらの文献は新古典派経済学
的アプローチの基礎の上で、通常委託―代理及び公共選択理論を研究方法とし、政府のブ
ラックボックスを打破し、制度が政府の効率を影響する主要なメカニズムを分析するこ
とを試みた。先行研究によると、主なメカニズムは大まかに二点がある。
第一に、地方の区域間における水平的経済成長競争（inter-jurisdictional competition）で
ある。Qian and Roland(1998)の指摘によれば、連邦制のもとで、区域間の資本の自由な移
動は地方政府が非効率的な会社を救済する機会コストを増加させ、あるいは公共支出を
17

Musgrave, Richard A. (1959) The Theory of Public Finance; A Study in Public Economy, Kogakusha Co.

18

Oates, Wallace E. (1972) Fiscal Federalism, Books, Edward Elgar Publishing.
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無駄にすることを招く。支出が非効率な地区が流動性資本を大量に獲得することができ
ず、さらに地域の経済成長を阻害する可能性があると指摘している。そのため、分権が区
域間競争に対するメカニズムは主に以下の二つの方面に表現する。まず、区域間競争は地
方政府の予算制約を強化し、地方官僚のインセンティブを変化させる。次に、有効な財政
分権型インセンティブ制度は、地方財政収入とその支出を連動させ、地方政府に経済成長
目標の追求を促す19。多くの非連邦制国家において財政分権が政府行動に与える影響やそ
の効果について、主要な研究業績が示すのは、一般的に政治的インセンティブの観点から
の解釈である。すなわち、中央政府が「トップ―ダウン(top to bottom)」の昇進制度を用
いて、地方の経済発展を促進でき、昇進のインセンティブがこれらの国家(特に中国)の経
済成長の重要な要因になっていると考えられている(Blanchard and Shleifer 2001、Li and
Zhou 2005、周黎安 2004)。
第二に、上下行政階層の政府における垂直的競争（vertical competition）である。政府内
の行政階層制の配置や国家政治制度の属性も、政府の効率性を左右する要因である。
Salmon(1987)は、財政分権が政府の上層と下層の健全な競争を促進する可能性があり、そ
れは下層の官僚の上向きの昇進インセンティブが地方政府の腐敗に制約をもたらすから
だと指摘している20。Shleifer and Vishny(1993)では、分権国家の場合、各階層の政府が独
立的かつ非協力的な戦略をとっている時、腐敗率が単一制度国家より明らかに高いとい
うものである21。Treisman(2002)によれば、選挙民と各階層の政府との情報の非対称性のた
め、選挙民は政府全体に感謝（支持、投票）し、公共財を供給する特定の政府の貢献を無
視している。そのため、このような政府支出と選挙民の支持の不一致は、地方公共支出の
「フリーライダー」という行為を激化させ、公共財供給の規模を下げ、公共サービスの質

19

Qian, Yingyi and Gérard, Roland (1998) “Federalism and the Soft Budget Constraint,”. American Economic
Review 88(5), pp.1143–1162.

20

Salmon Pierre (1987) “Decentralisation As An Incentive Scheme,”. Oxford Review of Economic Policy 3(2),
pp.24–43.

21

Shleifer Andrei and Robert W. Vishny (1993) “Corruption,”. The Quarterly Journal of Economics 108(3),
pp.599–617.
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の低下を招くことになる22。
（3）財政分権と環境分権
財政分権による環境分権の理論は、環境連邦主義理論(environmental federalism)とも呼ば
れ、その中心的課題は環境規制の責任がどのように連邦制国家内に配分されるかを検討
すること、あるいは環境に関する規制は中央政府が集権すべきか、地方分権に任せるべき
かという問題である。Peltzman and Tideman(1972)では、論理的に言えば、地方が独自に環
境基準を制定することは全体福祉を最大化する理性的選択であり、即ち各地区は汚染物
の限界損害と限界処理コストによって本地区の最適な汚染排出基準を確定する。まず、中
央政府による集中的な環境品質の統一規制は、地域間の環境ニーズの差に鈍感になりや
すい。また、財政水準、地理的位置、技術的状況などの異質性のため、各地域が環境規制
コストに大きな差異をもたらす可能性がある。したがって、理論的に最適な環境政策は、
地域が「原価−収益法」によって差別化された環境基準を設定すべきである。例えば、空
気汚染、水質汚濁、土地汚染、森林汚染などの地域固有の環境問題に対しては、分権化さ
れた政策を制定して環境規制の異質化ニーズに対応することが全体として社会福祉の向
上に有利である23。
一方、環境分権と財政分権を組み合わせて考えた場合、異なる意見を提示する研究もあ
る。Stewart(1977)は、地方政府間の流動資本や雇用機会の競争が地方政府による環境基準
の低下につながる可能性があると論じている。地方政府は、より環境基準の低い地域に資
本が流れることで、環境改善による収益が資本流出による損失で相殺されることを懸念
している。そのため、地方政府は企業の生産コストを増大させ、経済発展を阻害する高い
基準の環境政策の実施を拒否する。地域間での環境規制基準の緩和競争が生じ、環境の悪
化を招く。このため、環境規制は中央政府が行うと、公共財支出の規模経済を実現すると

22

Treisman, Daniel (2002) “Decentralization and the Quality of Government,” unpublished paper, Department of
Political Science, UCLA.

23

Peltzman, Sam and Tideman, T. Nicolaus (1972) “Local versus national pollution control: Note,” The American
Economic Review, 62(5), pp.959-963.
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同時に、環境基準の「下向き競争」を回避することができる24。Cumberland(1980)は、こ
のような分権的背景による「有害な地域間競争」が最終的には全国の汚染総量を上昇させ
ると考えている25。Ulph(2000)、 Kunce and Shogren(2005)の研究も、完全に分権化された
環境管理モデルは常にパレート最適化が達成不可能であると結論している26。
Oates and Schwab(1988)では、政治干渉がない状況で、環境規制の基準と環境分権また
は集権とは関連がないと考えている。地域選挙民の異質的な好みに基づき、分権体制下で
は環境基準が高くとも低くとも可能である。したがって、政治的要因が環境規制に及ぼす
影 響 は 無 視 で き な い も の で あ り 、 し か も 極 め て 重 要 で あ る 27 。 Fredriksson and
Wollscheid(2014)は、環境分権の問題には政治組織構造の差異から環境ガバナンスへの影
響を考慮することが不可欠であると考えた。その実証研究の結果は、政治集中度は環境分
権ガバナンスの負の効果を下げることに有利で、政治集中度と環境パフォーマンスは正
の相関を示すことを表明した28。
（4）中国の財政分権と環境規制
中国の財政分権に関する研究は 1990 年代の分税制が導入された時期から始まり、分権
制度と環境規制に関する検討は 2000 年以降に見られるようになった課題である。中国の
財政分権理論に関して、経済分権と垂直的政治管理体制の併用は中国式分権の主要特徴
であり、経済の高度成長に関する理論根拠でもあると、王永钦(2007)、傅勇(2008)、张军

24

Stewart, Richard B. (1977) “Pyramids of sacrifice? Problems of federalism in mandating state implementation
of national environmental policy,” The Yale Law Journal, 86(6), pp.1196-1272.

25

Cumberland, John H. (1980) “Efficiency and equity in interregional environmental management,” Review of
regional studies, 10(2), pp.1-9.

26

Ulph, Alistair (2000) “Harmonization and optimal environmental policy in a federal system with asymmetric
information,” Journal of Environmental Economics and Management, 39(2), pp.224-241.
Kunce, Mitch and Shogren, Jason F. (2005) “On interjurisdictional competition and environmental federalism,”
Journal of Environmental Economics and Management, 50(1), pp.212-224.

27

Oates, Wallace E. and Schwab, Robert. M. (1988) “Economic competition among jurisdictions: efficiency
enhancing or distortion inducing?” Journal of public economics, 35(3), pp.333-354.

28

Fredriksson, Per G. and Wollscheid, Jim R. (2014) “Environmental decentralization and political
centralization,” Ecological Economics, 107, pp.402-410.
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(2005)の研究が示している29。肖洁・龚六堂・张庆华(2015)の研究では、中国の分権制度の
下で、
「政治―経済周期」の現象が顕著であることが明らかに見られることがわかった。
「政治―経済周期」とは、地方政府の財政の支出と仕組みは政治会議に伴って周期的に変
動する。特に、共産党大会などの地方政府のパフォーマンスに対する調査期間中に、総財
政支出が著しく増加する。そのうち、生産性支出の割合が著しく増加し、福祉支出の割合
が著しく減少した30。傅勇(2010)によれば、財政分権による政府統治効率への影響とイン
センティブは、主に分権によって地方政府の行動パターンがどのように形成されるかと
いうことに反映される。ひいては公共財の効率的な供給にも影響すると指摘する31。中国
の環境分権に関する実証研究において、祁毓・卢洪友・徐彦坤(2014)は、中国中西部など
経済的に遅れている地域で環境分権が環境汚染を悪化させていること示した32。李静・陶
璐・杨娜(2015)は、水質汚染問題に関連して地域政府の「フリーライダー」という現象が
目立っていることを指摘した33。
（5）以上の検討から得られる知見
中国における財政分権の適用性を考察すると、経済発展の角度から見ると、財政分権は
地方政府に経済発展の自主性と積極性をもたらし、それによって中国の経済発展を促進
したことは疑いのない事実である。環境保護の角度から、中国の国土面積は大きく、各地

29

王永钦（2007）
「中国的大国发展道路——论分权式改革的得失」
、
『经济研究』(01)、4-16 頁。
傅勇（2008）
「中国的分权为何不同:一个考虑政治激励与财政激励的分析框架」
、
『世界经济』
、(11)、
16–25 頁。
张军（2005）
「中国经济发展:为增长而竞争」
、
『世界经济文汇』
、(Z1)、101–105 頁。

30

肖洁・龚六堂・张庆华（2015）
「分权框架下地方政府财政支出与政治周期——基于地级市面板数据的
研究」
、
『经济学动态』
、(10)、17–30 頁。

31

傅勇(2010)「财政分权、政府治理与非经济性公共物品供给」、
『经济研究』
、45(08)、4-15+65 頁。

32

祁毓・卢洪友・徐彦坤(2014)「中国环境分权体制改革研究:制度变迁、数量测算与效应评估」
、
『中国
工业经济』
、(01)、31–43 頁。

33

李静・陶璐・杨娜（2015）
「淮河流域污染的“行政边界效应”与新环境政策影响」
、
『中国软科学』
、
(06)、91–102 頁。
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区の経済発展は均衡が取れず、人口は多く、しかも 56 の異なる民族を有することは、中
国の異なる地区の間に巨大な異質性があることを示している。そのため、財政分権は公共
財の供給における差別化と供給効率の向上をもたらす。この二つの側面から、財政分権が
必要である。
中国の財政分権のインセンティブを考察すると、財政分権は財政収入の側面からのみ
地方政府にインセンティブを与えている。このようなインセンティブは地方政府が単一
的に経済成長を追求するようにさせ、それによる外部不経済性の影響は間違いなく環境
保護政策の効果を後退させる。さらに、中国の戸籍制度と中国人の「故郷感情」34によっ
て、
「足で投票する」の効果もこの後退に寄与し、そのため地方政府はさらに経済発展に
専念し、地方住民の環境に対する需要を軽視するようになった。一方、財政分権は地方政
府の環境保護に直接的なインセンティブを与えることができない。そのため、財政分権の
みを考える場合に、地方政府に与えられたインセンティブは必然的に環境保護に対して
ネガティブなものとなる。
以上の先行研究の考察と得られた知見は、本文に重要な構想を提供した。中国にとっ
て、相対的な分権制度(完全な中央集権でもなければ、完全な分権でもない)は必要である。
これを前提として、経済発展と環境保護の両立を図るためには、多くの制度の複合的な機
能と効果を俯瞰的かつ総合的に検討する必要がある。

1.3.2.

昇進制度と環境保護に関する先行研究のレビュー

（1）中国の昇進制度と経済発展
Qian and Xu(1993)は中国が統一されたリーダーシップのもとで、地域に基づく M 型競
争 的 な 組 織 構 造 を 持 っ て い る と 考 え て い る 35 。 Qian and Roland(1998) 、 Qian and
34

中国人は外地に行きたくなくて、故郷で生活したい傾向がある。

35

Qian, Yingyi and Xu, Cheng-Gang (1993) “Why China's economic reforms differ: the M-form hierarchy and
entry/expansion of the non-state sector,” CEP discussion paper (154). Centre for Economic Performance,
London School of Economics and Political Science, London, UK.
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Weingast(1997)は、アメリカの経験に基づき、中国の政治制度について、
「中国独特の連邦
主義」仮説を立て、昇進制度の視点から中国の経済成長に重要な制度的な解釈を提供し
た。アメリカの連邦主義における選挙投票という形での昇進制度とは異なり、中国独特の
連邦主義では、地方官僚の昇進は上級官僚によって決められている。地方の官僚は上級官
僚の指示に従って、上級官僚だけに責任を負う必要がある。M 型の組織構造では、昇進
が官僚に与えるインセンティブの目標は、頂点にある中央政府が決めることで、発展理念
における全国の官僚の統一性が確保されている36。
中国の「上に向かって責任を負う」という政治制度の特殊性のため、従来の文献では、
中国式分権問題を研究する際に、財政分権論に基づいて地方政府が発展に果たした重要
な役割を分析するほか、昇進インセンティブと経済発展および発展過程で出現した環境
汚染などの問題間の関係についても考察している。中国が上級政府により下級官僚を任
免する特色のある制度を背景に、国内の研究では昇進制度が地方官僚の行為を誘導し、地
域発展を促進する役割を果たすことに注目し始めた。
Zhou(2002)は、中国は一党独裁制であるため、中国の官界は閉鎖的な「内部労働市場」
に似ており、
「ロック」の影響が強いと考えている。すなわち、官僚がいったん官界に入
ると、現在の地位を守りつつ限定された昇進の機会を確保することが不可欠である。その
ため、昇進による官僚へのインセンティブは、より現実的かつ直接的なものとなった37。
また、周黎安(2007)の分析によれば、中国の短い任期制度の下で、官僚は地方政府の集団
的な利益よりも自分の利益を重視しているため、地方政府の財政収入よりも昇進に関心
が高い。同氏では、昇進制度は「選手権大会」のように、官僚同士が競争して一位になっ
てから昇進すると考えられる。中国の昇進制度では、経済の成長を主な考課する項目とし

36

Qian, Yingyi and Gérard, Roland (1998) “Federalism and the Soft Budget Constraint,”. American Economic
Review 88(5), pp.1143–1162.
Qian, Yingyi and Weingast, Barry R. (1997) “Federalism as a commitment to reserving market incentives,”
Journal of Economic perspectives, 11(4), pp.83-92.

37

Zhou, Li-An (2002) Career concerns, incentive contracts, and contract renegotiation in the Chinese political
economy, Stanford University.
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ているため、この競争は各地方政府に経済成長を促進する政策をさらに採用させる結果
となった38。Li and Zhou(2005)、徐现祥・王贤彬・舒元(2007)、张军ほか(2007)の実証研
究は、官僚が昇進したかどうかと在職中の政府の財政収入との相関性が有意ではなく、在
職期間中の所在地の経済発展との間に有意な正の相関性があることを示している39。した
がって、官僚に対する昇進制度のインセンティブは、地方政府に対する分権制度のインセ
ンティブよりも、地方の発展により大きな影響を与えることになる。
（2）中国の昇進制度と環境保護
Jia (2017)、聂辉华・蒋敏杰(2011)、聂辉华・李金波(2007)では、昇進考課において GDP
成長率を過度に強調することの結果、
「政府・企業共同謀議」の現象が出現し、官僚の注
意力がゆがめられ、行動が短期化し、公共管理に一連の問題が生じてしまうと考えている
40。冉冉(2013)では、中国の昇進制度は「試験」のように官僚に圧力を与えており、良い

データという形で答えてこそ、この試験でいい評価を得られると評した。このような「圧
力型」体制の下で、地方官僚は上下政府間の情報非対称性を利用してデータを操り、環境
管理責任を回避することが想定され、これにより地方政府による環境管理の信頼性が損
なわれていると考えられる。このような体制は、汚染の根治が困難になる根源の一つであ
る41。于文超(2015)は、官僚の業績への追求が、地方政府により多くの資源を昇進するた
38

周黎安(2007)、
「中国地方官员的晋升锦标赛模式研究」
、
『经济研究』
、(07)、36–50 頁。

39

Li, Hongbin and Zhou, Li-An (2005) “Political turnover and economic performance: the incentive role of
personnel control in China,” Journal of public economics, 89(9-10), pp.1743-1762.
徐现祥・王贤彬・舒元（2007）
「地方官员与经济增长——来自中国省长、省委书记交流的证据」
、
『经
济研究』
、(09)、18–31 頁。
张军・高远・傅勇・张弘（2007）
「中国为什么拥有了良好的基础设施?」
、
『经济研究』
、(03)、4–19
頁。

40

Jia, Ruixue (2017) “Pollution for promotion,” 21st Century China Center Research Paper, (2017-05).
聂辉华・蒋敏杰（2011）
「政企合谋与矿难:来自中国省级面板数据的证据」
、
『经济研究』
、46(06)、
146–56 頁。
聂辉华・李金波（2007）
「政企合谋与经济发展」
、
『经济学(季刊)』
、(01)、75–90 頁。

41

冉冉（2013）
「
“压力型体制”下的政治激励与地方环境治理」、
『经济社会体制比较』
、(03)、111–18
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めの資本の蓄積に有利な分野に配置するよう促し、更には環境規制基準を緩和し、高汚染
産業を引きつけるようになった、と指摘している42。
王永钦(2007)は、分権制度の下で、経済業績を考課基準にした昇進考課制度は地方の官
僚に長期的目標のインセンティブを提供できないと考えており、地方政府は経済成長な
どの短期目標の実現に力を入れながら、環境保護や教育機会の均等化などの長期目標を
無視していると考察している43。佟健・宋小宁(2009)はプリンシパル―エージェントモデ
ルを用いた分析を行い、多次元目標体制下では、官僚が測定困難な環境保護指標に対し
て、より多くの資源を経済発展に配置するだろうと指摘している44。陈钊・徐彤(2011)は、
「昇進選手権大会」理論に基づいて官僚の効用関数を構築し、合理的な地方官僚に対する
環境保護等の公共財の提供の評価というインセンティブが弱いと示している 45 。陶然
(2009)は、
「昇進選手権大会」制度の見直しを通して、指標が曖昧な場合には、人との政治
的関係などの主観的な要素が昇進のインセンティブの有効性を左右することを考察して
いる46。张永军・梁东黎(2010)は、環境保護や教育など公共財による社会発展のスピルオ
ーバーは、現れるまでに長期間を要するため、限られた任期の官僚の昇進には考課要素と
しての意味がなく、公共財の供給にも影響を及ぼしかねないと評価した47。
また、地方官僚の短期的収益と長期的投入の非対称性から地方官僚の補足説明を行っ

頁。
42

于文超・高楠・查建平(2015)「政绩诉求、政府干预与地区环境污染——基于中国城市数据的实证分
析」
、
『中国经济问题』
、(05)、35-45 頁。

43

王永钦（2007）
「中国的大国发展道路——论分权式改革的得失」
、
『经济研究』(01)、4-16 頁。

44

佟健・宋小宁（2009）
「政绩考核与政府官员激励——一个机制设计的观点」
、
『当代经济科学』
、
31(04)、44-48+125 頁。

45

陈钊・徐彤（2011）
「走向“为和谐而竞争”:晋升锦标赛下的中央和地方治理模式变迁」
、『世界经
济』
、34(09)、3–18 頁。

46

陶然・陆曦・苏福兵・汪晖（2009）
「地区竞争格局演变下的中国转轨:财政激励和发展模式反思」
、
『经济研究』
、44(07)、21–33 頁。

47

张永军・梁东黎（2010）
「晋升激励、官员注意力配置与公共品供给」
、
『理论导刊』
、(12)、21–23 頁。
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た研究もある。庞保庆・王大中(2016)は、地方官僚の任期が固定されておらず、上級政府
に客観的に且つ確定された経済業績考課の基準に対して、地方官僚に道徳的リスクが生
じされやすく、成果の達成を短期間化する行為が刺激される可能性が高いと考えている
。刘瑞明・白永秀(2007)の指摘によれば、地方官僚の選択が自身の利益から出発する場

48

合、地方官僚が経済成長などの短期に得られる利益を重視することは、迅速に昇進のため
の業績を蓄積する際に有利である。それに対して、環境改善などの長期に得られる利益
は、費消するコストに外部性があり、このような利益とコストの非対称性が非持続可能な
発展を引き起こす重要な原因の一つである49。更に、刘瑞明・金田林(2015)は、GDP 業績
考課のため、地方の官僚が経済発展の長期コストを基本的に負担せずに短期の収益を享
受できるため、長期的なコストに関する情報を政府の上層部に隠そうとする動機があり、
成果の追及が短期化する可能性が高まっていると示している50。
（3）以上の検討から得られる知見
「昇進選手権大会」理論によれば、地方官僚の注意力が歪められ、資金を快速な経済成
長を促進できる基本建設、資源開発などの分野に投入することにより、環境保護活動、環
境保護管理投資に対して押し出し効果を形成し、環境悪化などの結果をもたらした。
短い任期制の下では、官僚は地方政府の集団利益より、自分が昇進するかどうかを重視
する。したがって、官僚は GDP 成長率に重点を置き、環境保護の責任を怠っている。ま
た、短い任期制は官僚をより近視眼的にし、短期的に得られる業績がより重視され、環境
保護の利益は遅滞性があるため、官僚に重視されにくくなる。
以上の先行研究は、1978 年の改革開放から 2007 年までの中国経済の急速な発展と環境
汚染に説得力を十分持っている。しかし、2006 年に官僚昇進考課制度に環境保護に関す
48

庞保庆・王大中（2016）
「官员任期制度与经济绩效」
、
『中国经济问题』
、(01)、14–24 頁。

49

刘瑞明・白永秀（2007）
「晋升激励、宏观调控与经济周期：一个政治经济学框架」
、
『南开经济研
究』
、(05)、19-31+52 頁。

50

刘瑞明・金田林（2015）
「政绩考核、交流效应与经济发展——兼论地方政府行为短期化」、
『当代经济
科学』
、37(03)、9-18+124 頁。
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る指標と環境保護一票否決メカニズム51が導入され、先行研究によれば、官僚は環境保護
で競争することで環境保護に積極的に取り組むことになる。しかし、毎年の汚染排出量は
中央が定めた目標に達したばかりである。こうした現象に対して、これまでに検討した先
行研究で示された知見は説得力に欠けている。

1.3.3.

昇進考課指標、グリーン GDP と環境保護の先行研究のレビュー

（1）昇進考課制度と環境保護の業績考課
中国式財政分権制度と「昇進選手権大会」式行政インセンティブ制度は中国経済の高度
成長を維持する主要な原因の一つである。しかし、その弊害は経済成長を促進すると同時
に、環境汚染などの公共問題をもたらすことである。そのため、中国の学界では今後の改
革について論争が行われ、主に官僚の昇進考課制度について焦点が当てられている。
まず、一部の研究では中国官僚の昇進考課の推移についての研究が行われ、その多くは
昇進考課制度が経済業績を主とする段階を経て、総合化し、科学的な方向に転換しつつあ
ると考えている。周黎安(2008)は、改革開放を分岐点とし、上司が下級官僚に対する考課
の基準が政治的忠誠から経済的業績へ転換したと指摘する52。罗国亮(2009)、叶贵仁(2011)
は、2006 年以降、考課の方向が政治的忠誠から経済的業績を中心とするように移行し、
更に官僚の総合的な素質を重視する方向に転換したとする53。
昇進考課制度の発展に伴い、環境保護は次第に昇進考課の重要な項目の一つになって
いる。また別の研究においては環境保護の業績考課の必要性や導入する理由についての

51

環境保護一票否決メカニズムとは、環境保護上の業績が目標に達しない官僚は昇進の資格からはず
される。

52

周黎安（2008）
『转型中的地方政府：官员激励与治理』
、上海人民出版社。

53

罗国亮（2009）
「干部考核制度:新中国 60 年来的演变与启示」
、
『中共南京市委党校学报』、(05)、5–11
頁。
叶贵仁（2011）
「我国地方政府领导干部考核制度发展的三个阶段:1949—2009」
、
『华南理工大学学报
(社会科学版)』
、13(04)、74–79 頁。
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分析が行われた。夏光・冯东方(2005)によれば、環境保護の業績考課においては、党政指
導幹部が主な考課対象であり、指導幹部の環境保護についての職責の実行を評価するた
め、環境保護業務の強化が有利である。環境保護業績考課は、環境保護指標を政府(官僚)
の昇進考課に組み入れ、賞罰、昇進メカニズムを通じて、各級政府の主要指導者が環境保
護の職責の履行を主導し、地区の環境と経済発展の総合的方策の制定と実施を促進する
もので、環境保護に不可欠な制度の一つである54。とりわけ、李静江・吴小荧(2006)は、
経済業績を官僚が選抜された主要な基準にするのは、中国行政体系の「クリープ則」と指
摘した。さらに、環境保護投資の経済成長に対する押し出し効果はこのような行政体系の
主な欠点であり、環境保護について考課することを昇進考課制度に導入する必要がある
と主張した55。
さらに別の研究においては、環境保護業績考課における欠点が考察される。周景坤・陈
季华・刘中刚(2010)では、環境保護業績考課は実行可能性が不十分であり、
「官本位」の観
念の障害、体制の障害、及び指標の科学性の不足などを指摘し、環境保護業績考課を実践
的に投入できない主要な原因であるとする56。于刚强・沈莉(2013)は、環境保護の業績考
課の試験点を考察し、業績考課の結果を昇進考課制度に適用することが困難であり、環境
と経済の二つの指標の比較になると、どちらの官僚が優れているかという判断は非常に
難しいと指摘した57。
（2）環境保護の業績考課とグリーン GDP
このように、環境保護業績考課の核心問題として、考課するにはどのような指標を選択
するべきかが、研究者たちの議論の中心となった。その中で、グリーン GDP は総合的な

54

夏光・冯东方（2005）
「党政领导干部环保绩效考核调研报告」
、
『环境保护』
、(02)、46–51 頁。

55

李静江・吴小荧（2006）
「环保指标与政府政绩考核」
、
『马克思主义与现实』
、(02)、158–60 頁。

56

周景坤・陈季华・刘中刚（2010）
「地方党政领导环保绩效管理的困境与成因」
、
『环境保护』、(07)、
33–35 頁。

57

于刚强・沈莉（2013）
「目标责任导向绩效管理模式的反思——基于环保绩效管理试点工作的研究」
、
『学术研究』
、(05)、47-51+159-160 頁。
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環境経済指標であるから、
昇進考課制度にグリーン GDP を導入する提案がある。しかし、
グリーン GDP についての研究は筆者の管見する限りでは少なく、しかも多くの論争が存
在している。グリーン GDP を昇進考課制度に導入する議論の賛同者として、杨缅昆(2001)
はピグーの厚生経済学に基づき、環境による経済への影響および経済発展のための環境
コストの計算という課題を掘り下げて研究した58。王金南(2005)はグリーン GDP の研究と
実践における主要な障害を分析することを通じて、グリーン GDP 計算システムを構築す
るための基本原則を提案した59。司武飞・周浩(2005)は環境資源資産仮説、即ちグリーン
GDP の計算理論の前提となる仮説を提案した60。その後、王永瑜・郭立平(2010)、王波・
胡飞（2014）
、何玉梅・吴莎莎（2017）
、金兴华・严金强（2019）、李健・陈力洁（2005）
、
李利军・李艳丽（2010）
、陈梦根（2005)などの研究者は主にグリーン GDP の計算方法に
ついて研究を行った。
一方で、グリーン GDP の昇進考課制度への導入に反対する意見も多くある。钟茂初
(2006)は、環境価値の判断には主観的な差が大きいため、グリーン GDP を業績評価など
の実践に投入することはできないと判断した61。齐晔・张凌云(2007)は中国の各省の発展
状況の研究を通じて、
経済発展の比較的に良い地区のグリーン GDP も高いことを発見し、
グリーン GDP を官僚の業績考課に応用するのは意義がないと示した 62。卜华・王春梅
(2008)は、グリーン GDP が示す環境経済指数が実際の住民の生活状況を反映していない
と考えている63。颜永容(2008)は、現在の体制ではグリーン GDP は当てはまらないとし、

58

杨缅昆（2001）
「绿色 GDP 核算理论问题初探」
、
『统计研究』、(02)、40–43 頁。

59

王金南・蒋洪强・曹东・於方（2005）
「中国绿色国民经济核算体系的构建研究」
、
『世界科技研究与发
展』
、(02)、83–88 頁。

60

司武飞・周浩（2005）
「论中国绿色 GDP 核算的理论前提」
、『特区经济』
、(12)、111–113 頁。

61

钟茂初（2006）
「
“绿色 GDP”只是一个幻影」
、
『中国林业』、(22)、46 頁。

62

齐晔・张凌云（2007）
「
“绿色 GDP”在干部考核中的适用性分析」
、
『中国行政管理』
、(12)、26–30
頁。

63

卜华・王春梅（2008）
「从“绿色 GDP”到“有效 GDP”的科学发展」
、
『生态经济』
、(02)、87-89+106
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まず制度改革を行い、その上でグリーン GDP を導入して業績考課を行うべきだと主張し
た64。
（3）以上の検討から得られる知見
これらの先行研究から、昇進考課制度に環境保護の業績考課を加える必要があるが示
唆された。しかし、何の指標を採用し環境保護の業績考課を行うか、また、グリーン GDP
の昇進考課制度における適用可能性については検討が不十分であり、議論の余地がある。

1.3.4.

まとめ

以上の先行研究から得られる知見は、本研究に重要な理論的根拠を提供し、その見解に
は重要な参考価値がある。以上の先行研究から得られる知見に基づけば、地方分権制度は
主に地方政府に経済発展におけるインセンティブを与え、間接的に環境保護にマイナス
影響を与えることが推察される。昇進制度は昇進考課の指標に基づいて地方政府の官僚
に対して相応のインセンティブを与え、直接に官僚の環境保護における積極性に影響を
与えられる。また、政府の機能を果たす主体としての官僚の意識決定は環境ガバナンスの
効果と環境政策の執行力を大きく左右する。官僚に適切な環境保護上のインセンティブ
を与えれば、分権制度による環境保護へのマイナスの影響を補うことができる。また、上
述の研究で述べた制度以外に、監督問責制度は処罰の手段を通じて、官僚に負のインセン
ティブ（Negative-incentive）を与え、環境保護の遂行を促進可能と考えられる。

1.4.

論文の構成

本論文では、図 1-1 のように考えられる中国の環境行財政システムの制度設計を前提と
して分析を進める。行政分権は地方政府に権力と責任を与え、地方政府の職責と機能の根

頁。
64

颜永容（2008）
「绿色 GDP 的考核能推动中国经济的转型吗?」
、
『河南社会科学』
、(S1)、26–28 頁。
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本である。財政分権は、地方政府に最低限の財政目標を定め、また財政収入の分配を通じ
て地方政府に経済発展を促進するインセンティブを与える。昇進制度は昇進考課の指標
に基づいて官僚に対して相応のインセンティブを与える。問責制度は処罰によって、官僚
に負のインセンティブを与える。

図 1-1 中国の環境行財政システムの制度設計

行政分権

財政分権

昇進制度

問責制度

財政 財政
権力 責任

奨

励

処

罰

目標 収入
地方政府

促進

官僚

促進

経済発展

促進

環境保護

出典：筆者作成。

以上の考察に基づき、本研究では、第 1 章「序論」
、第 2 章「中国における環境・経済・
環境行政機構の概観」
、第 3 章「インセンティブの視点から見た中国の環境行財政制度」
、
第 4 章「環境行財政制度を改革するアプローチ」
、第 5 章「結論と今後の」から構成され
ている。
第 1 章では、本研究の研究背景・課題を記述し、先行研究・関連文献のサーベイ、本論
文の構成について論じた。
第 2 章では、まず、2000−2019 年の環境・経済データを用いて、中国の経済発展、環境
汚染の現状について考察する。また、環境クズネッツ理論に関する先行研究を考察し、環
境改善のアプローチについて整理する。環境クズネッツ理論によれば、経済発展とともに
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環境を改善する主な方法として、
「経済規模や構造の効果」、「市場メカニズムの効果」、
「消費者のニーズや環境意識の効果」
、
「国際貿易の効果」、
「政策の効果」があげられる。
その上で、中国の人口・文化の異質性と経済発展の現状から政策の効果を高める必要性と
アプローチを検討する。最後に、法学的視点から中国の環境行政機関である中国人民政府
の構成や職責を考察し、その問題点を提示する。
第 3 章では、主に現在の中国の環境行財政システムの制度のインセンティブメカニズ
ムについて分析を行う。主として「行政分権制度」
、
「財政分権制度」、
「昇進考課制度」と
「監督問責制度」があげられる。その中で、政策の制定権、施行権、建設プロジェクトに
対する関与権等の面から、行政分権が地方政府の環境保護の履行に与えた影響を分析し、
財政の税収権、支出権の面から財政分権から地方政府の環境保護の履行に与えた影響を
分析する。また、賞罰制度における「賞」である「昇進考課制度」の正のインセンティブ
と、
「罰」である「監督問責制度」の負のインセンティブを官僚の視点から検討し、それ
がいかに官僚の意思決定に影響するのか、分析する。最後に、現在の「行政分権制度」、
「財政分権制度」
、
「昇進考課制度」と「監督問責制度」の環境保護における問題点を抽出
し、検討を試みる。
第 4 章では、誘因両立性の視点から、環境行財政システムのあり方を検討し、行政分
権、財政分権、昇進考課制度と監督問責制度の四つの面からそれぞれ地方政府の環境保護
インセンティブメカニズムを改善する意見を提出する。また、昇進考課制度の評価指標の
選択について検討し、主にグリーン GDP の考課制度への適用について考察する。
第 5 章では、第 1 章から第 4 章までに得られた、環境行政機構及び環境行財政制度に
関する主要な知見をまとめ、今後の課題を整理する。
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第2章 中国における環境・経済・環境行政機構の概観

課題

環境汚染は経済発展に緊密に関連している。経済が急速に発展すると同時にその外的
な生産物、つまり環境汚染も急速に増加した。しかし、経済発展を主な目標としてきた中
国の発展理念と粗放型の発展方式においては、環境汚染が累積しているにもかかわらず、
問題点が認識されてこなかった。このことが、環境汚染の累積と問題の深刻化を引き起こ
してきた。更に言えば、社会主義市場経済国家として、中国政府は市場の運営に関与し、
経済発展を推進する一方、公共サービスを提供する部門として、環境保護の主体でもあ
る。経済発展、特に工業発展の外部性は必ず環境汚染問題を引き起こすため、環境保護と
経済発展の間でいかにバランスをとるかは政府に委ねられる。そのため、中国では経済発
展と環境保護という二つの要素にとって、政府の影響が重要な役割を果たしている。
政府が環境と経済に与える影響は主に二つの面で現れている。第一に、中央政府が提示
する発展理念は社会発展を指導する主要な根拠とされる。2003 年、中国共産党の十六回
三中全会では、持続可能な発展という理論に基づいて、
「科学的発展観」を経済・社会発
展の重要な指導方針、基本指導思想とし、
「資源節約型、環境友好型社会」(「二型」社会)
の建設を、科学発展観を貫徹するための重要措置とした。そして、この科学発展観は国家
戦略の高さから、指導思想において過去に長い期間、普及してきた単純に経済発展速度を
追求する一方的な「粗放型発展方式」に代わり、
「全面、協調、持続可能」の理念による
発展方式への転換を要求した。これを起点として、中国はこの 10 年間に「両山論」、
「五
位一体」などの発展理念を次々と打ち出してきた。これらの中国の発展理念の転換に伴
い、経済発展はもはや中国の発展の唯一の目標ではなく、環境問題は徐々に中央政府によ
り重視されるようになっている。第二に、地方政府は環境保護政策を実行する主体とし
て、発展理念の実現の鍵となっている。中央政府が掲げた発展理念が、地方政府の行動を
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正確に伝え、効果的に統制できるかどうかが、改革の重要な方向である。この文脈におい
て、環境政策に対する中央と地方政府の重視の度合いのずれが、現在において中国におい
て環境政策の効果が理想的でない主要な原因であると考えられる。
本章では、まず中国の経済・環境の推移を概観する。また、環境クズネッツ理論の整理
を通じて、政府の環境政策に対する実行力を高めることは環境改善の方策の一つである
ことを示す。さらに、政府の制度の発展と現状を概観し、現在の制度の下での地方政府の
環境政策の実行上の課題を整理する。

2.1.

2.1.1.

経済・環境の概観

経済

1978 年の改革開放以来、中国の経済水準と経済構造は著しく変化した。中国国家統計
局が 2019 年に発表した『新中国成立 70 周年経済社会発展成果報告』65と中国統計局国家
データベースにおける経済成長の年度別データ66によると、中国の経済面での向上は主に
以下の通りである。
第一は経済総量の大幅な向上である。人民元によって計算すると、1952 年、中国の国
内総生産(GDP)は 679 億元である。1978 年には 3679 億元に成長し、2018 年には GDP が
90 兆 309 億元に達し、1952 年より 1325 倍になった。中国の GDP 成長率は実質価格で計
算すると、1952 年から 2018 年まで中国の GDP 成長率は 8.1%で、そのうち 1979~2018 年
の年平均成長率は 9.4%で、この間の世界経済の年平均成長率 2.9%をはるかに上回ってい
る（図 2-1）
。世界経済ランキングをみると、1978 年には中国の GDP が世界 11 位、2010

65

中国国家統計局『新中国成立 70 周年経済社会発展成果報告』
、
(http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201907/t20190701_1673407.html)

66

最終閲覧日：2021/3/7。

中国国家統計局「GDP 增长率(GDP 成長率)」
、(https://data.stats.gov.cn/index.htm)
2021/3/7。
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最終閲覧日：

年には日本を抜いて世界第 2 位の経済大国となり、その後も世界第 2 位の地位を維持し
ている。中国の GDP が世界経済全体に占める割合は 1978 年の 1.8%から 2018 年には
15.9%に上昇した。

図 2-1 1960－2019 年の期間における中国の GDP 成長率の変化
30

20

10

0

-10

-20

-30

出典：中国統計局国家データベースにより筆者作成
中国統計局、
「GDP 增长率(GDP 成長率)」
、（https://data.stats.gov.cn/index.htm）
最終閲覧日：2021/3/7。

第二に、国際的影響力の著しい向上である。2006 年以来、世界の経済成長に対する中
国の貢献率は世界第 1 位になっている。1961 年から 1978 年までの間、中国の世界経済の
成長に対する年平均貢献率は 1.1%。1979 年から 2012 年までの年間平均貢献率は 15.9%
で、世界第 2 位である。2013 年から 2018 年まで、平均貢献率は 28.1%に上昇し、世界第
1 位となった。2018 年、世界の経済成長に対する中国の貢献率は 27.5%となり、1978 年
より 24.4%向上した。
第三に、国の財政力の大幅な向上である。1950 年の全国財政収入はわずか 62 億元で、

- 25 -

1978 年には 1132 億元に増加した。改革開放以降、急速な経済発展に伴い、財政収入は大
幅に増加し、1999 年の全国財政収入は初めて 1 兆元を超えた。21 世紀に入ってから、財
政収入は連続的な飛躍を実現し、2012 年には 11 兆 7254 億元、2018 年には 18 兆 3352 億
元に達した。1951~2018 年の全国財政収入は年平均 12.5%増加し、そのうち 1979~2018 年
は年平均 13.6%増加した。
第四に、一人当たりの国民総所得(GNI)が大幅に上昇した。1962 年の一人あたり GNI は
70 ドルに過ぎなかった中国は、1978 年には 200 ドルに達した。2018 年の一人当たりの
GNI は 9470 ドルに達し、1962 年に比べて 134.3 倍に増加した。一人あたりの GNI は 1962
年の世界平均の 14.6%から 2018 年には 85.3%へと 70.7%向上した。

図 2-2 1960 年―2018 年産業構造の変化
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第三次産業の割合(%)

出典：中国統計局国家データベースにより筆者作成
中国統計局、
「产业构成（産業構成）
」
、
（https://data.stats.gov.cn/index.htm）
最終閲覧日：2021/3/7。

第五は産業構造の変化である。図 2-2 で示したように、GDP に占める第一次産業の付
加価値の割合は減少傾向を続け、1968 年をピークに 41.6%に達したが、その後低下を続

- 26 -

け、2018 年には 8%を下回った。GDP に占める第三次産業の付加価値の割合は持続的に
上昇しており、1978 年には GDP の 24.3%しか占めていなかったが、2018 年には GDP の
50%を超えた。第二次産業の表現は比較的穏やかで、大体 40%~50%の間で変動している。
以上のように、中国の改革開放後 40 年間で、中国経済は大きく変化した。経済総量の
大幅な上昇を除いて、最も主要な変化は経済構造の変化である。工業化と都市化の進行に
伴い、第一次産業である農業、鉱業等の原材料調達関連産業の規模が減少している。代わ
りに第三次産業、すなわち金融、サービス業の大規模な躍進が見られる。中国の支柱産業
である第二次産業、すなわち、工業、不動産業などは、総じて安定した水準にあったが、
2009 年以降は減少し、2009 年の 46.5%から、2019 年の 39%に減少した。国家発展改革委
員会の研究報告によると、2008 年の金融危機は中国の実体経済と輸出入貿易に大きな影
響を与え、紡績、鉄鋼、電力などの業界ではいずれも大幅な損失が見られた67。2008 年の
金融危機が中国に与えた影響は、GDP 成長率の低下と第二次産業の規模の縮小である。

2.1.2.

環境

中国経済の高度成長とは対照的に、環境の質はこの間に深刻な打撃を受けた。環境関連
の指標は非常に多いため、全てを取り上げられないが、中国環境保護局が 2000 年から
2019 年にかけて公表した『中国環境状況公報』68に含まれる環境評価と中国統計局が発表
した環境データを用いて説明する。

67

「金融危机对我国资本市场的影响分析」を参照する。
国家発展改革委員会経済体制管理研究所、
「金融危机对我国资本市场的影响分析」
、

（http://www.china-reform.org/?content_85.html）
68

最終閲覧日 2021/3/7。

『中国環境状況公報』
（以下は『公報』と略す）は 1989 年から中国環境保護局（現在の環境生態
部）により発表されたが、2000 年以前の『公報』は統計項目が少ない、データが不十分などの欠点
があった。例えば、1999 年に発表された『公報』では、全文はわずか 9 頁で、5 千字に満たない。
その中で大気汚染に関する報告も 1 頁足らず、500 字にとどまっている。さらに、統計項目は排気ガ
ス総排出量、二酸化硫黄の排出量のみである。したがってここでは 2000 年以降に発表された『公
報』のみを参考にする。
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『中国環境状況公報』によれば、中国の環境汚染は淡水汚染、海洋汚染、大気汚染、騒
音汚染、放射能汚染の 5 つに分けられている。その中では、海洋汚染、騒音汚染、放射能
汚染は国家標準範囲内にあり、基本的に「軽度汚染水準」にある69。主要な環境汚染問題
は大気汚染と淡水汚染である。
大気汚染については、全体として大気汚染が深刻であり、2000 年に各都市で国の基準
を達成した都市は 1/3 に過ぎなかったが、2019 年には達成都市が増加したものの 50%に
満たない。汚染の種類は主に炭煙型汚染であり、主な汚染物質は浮遊粒子状物質または吸
入可能な粒子状物質(PM2.5、PM10)である。次は酸性雨で、主な汚染物質は SO 2 である。
また、人口が密集し、自動車の多い大都市では窒素酸化物(NOx)の含有量が高すぎる。全
体的に言えば、大気汚染の主要な成因は製錬、電力などの工業汚染源である。

図 2-3 2000-2016 年中国二酸化硫黄排出量の推移
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中国 二酸化硫黄排出量(万トン) 工業
中国 二酸化硫黄排出量(万トン) 生活

出典：中国統計局国家データベースにより筆者作成
中国統計局、
「二氧化硫（二酸化硫黄の排出量）」
（https://data.stats.gov.cn/index.htm） 最終閲覧日 2021/4/7。

69

ここでの「軽度汚染水準」は『中国環境状況公報』での評価から引用した。
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一方、大気汚染物質の排出量(二酸化硫黄を例にとると)は、2000 年~2019 年にまず上昇
した後下降し、2010 年前後をピークに(約 2200 万トン)、2015 年には 1850 万トンに低下
した70。2019 年までに、二酸化硫黄の排出量は減少したが、その年間排出量は依然として
環境負荷額を超えている71。
水質汚染については、地表水汚染が普遍的に存在し、2000 年には各流域の 57.7%の区
域が 3 類水質基準を達成し、21.6%の区域が 4 類水質、20.7%の区域が 5 類水質以下であ
った72。2019 年までに 3 類水質に達した流域は 74.9%、17.5%の流域は 4 類水質に達し、
7.6%の流域は 5 類水質以下であった。主な汚染種類は富栄養化であり、主な汚染物質は
化学的酸素要求量（COD）
、アンモニア窒素（NH 4）
、りん（P）であった。地下水汚染は
深刻で、2019 年の地下水監視データでは、1−3 類が 14.4%、4 類が 66.9%、5 類が 18.8%
となっている。主な汚染物質はマンガン(Mu)、フッ化物、塩化物などである。廃水総排出
量は年々上昇傾向にあり、2000 年には 415.2 億トンであった廃水総排出量は 2011 年には
659.2 億トンと急激に増加し、その後は横ばい、2016 年には 711.1 億トンとなった。主要
な水汚染物質である化学的酸素要求量（COD）は、2000 年に 1445 万トンであった排出量
が、2011 年には 2500 万トンに急上昇し、その後徐々に低下し、2016 年には 2223.5 万ト
ンとなった。具体的に、水質汚染は工業と生活の両面から起こる。化学的酸素要求量（COD）
を例にすれば、2000 年度の工業 COD 排出量は 704.5 万トン、生活 COD 排出量は 740.5 万

70

中国の国家統計局が発表したデータでは、窒素酸化物と煤塵の排出量は 2011 年から発表され始め
た。また、2016 年後、大気汚染物の統計範囲と技術基準の改革によって、前後のデータ格差が大き
くなった。そこで、ここではデータの一貫性と比較可能性のために中国国家統計局が発表した 2000
年から 2015 年の二酸化硫黄排出量を例にとって説明する。

71

中国環境生態部（2019）
『中国環境状況公報』
（http://www.cnemc.cn/jcbg/zghjzkgb/202007/P020200716568022848361.pdf）

72

最終閲覧日：2021/4/7。

水質基準の具体的な指標は『地表水環境質量標準（Quality standard for ground water） GB/T 1484893』
（中国技術監督局、1993 年発表）を参照する。1 類は最高水質、3 類は人体に無害な最低基準、
そして 4 類以下は人体に不利になる基準である。
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トンで、ほぼ同じである。その後、工業 COD 排出量は年々低下し、2015 年までに 293.5
万トンに達した。これに対いて、生活 COD 排出量は年々上昇し、2015 年までに 846.9 万
トンに達した。つまり、近年、工業汚染物質の排出量が低下しているにもかかわらず、生
活汚染物質の排出量は上昇し続けている。また、地下水が大きく汚染されており、総じて
中国の水汚染問題が深刻であることがわかる。

図 2-4 2000-2016 年中国の廃水排出量の推移
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出典：中国統計局国家データベースにより筆者作成
中国統計局、
「废水排出量（廃水排出量）
」
（https://data.stats.gov.cn/index.htm） 最終閲覧日 2021/3/7。

全般的に見れば、中国の環境問題は 2008 年の金融危機の後若干好転し、特に工業汚染
排出は明らかに低下したが、生活汚染排出はまだ上昇傾向にある。中国の環境汚染問題は
経済発展、特に第二次産業の規模と高い関連性を示していることがわかる。金融危機後、
第二次産業の規模が減少し、環境汚染も好転した。しかし、実体経済は現段階ではまだ中
国の支柱型産業であるため、中国の環境保護は産業構造の調整のみに頼ることはできな
い。
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2.2.

環境クズネッツ理論による展開

環境クズネッツ理論は Grossman and Krueger(1991)が初めて提唱し、その目的は環境と
経済の関係を説明し、経済発展過程中の環境汚染の変化パターンをモデル化することで
ある73。環境クズネッツ理論によれば、経済発展の程度が低い時期には、経済発展に伴っ
て環境汚染が深刻化し、環境と経済は負の相関関係にある。経済発展の程度が高い時、環
境汚染は改善され、環境と経済は正の相関関係になる。いわゆる環境経済の逆 U 字曲線
関係である。その要因をまとめると、従来の研究では次のような 5 点があげられる。

①規模の効果と構成の効果

Grossman and Krueger(1995)は、環境汚染改善の要因として、経済の規模効果と産業構造
の変化をあげている。国の経済が農業を中心としたものから工業を中心としたものに変
わったとき、環境汚染の程度は深まることになる。その理由として、工業化の加速に伴い、
資源の開発利用が増加し、資源の消費速度が再生速度を上回り始め、廃棄物の排出量が大
幅に増加することがあげられる。経済が更に高い水準に発展すると、産業構造は更にグレ
ードアップして、エネルギー集約型を主とする重工業からサービス業と技術集約型産業
に転移する時に、環境汚染は減少して、これは構造の変化が環境に対する効果である。規
模効果と構造効果の両者の相乗効果のため、第一次産業がグレードアップする時に、環境
汚染は深まり、第二次産業がグレードアップする時に、環境汚染は軽減し、環境と経済発
展の関係は逆“U”形曲線になる74。

73

Grossman, Gene M. and Krueger, Alan B. (1991) Environmental impacts of a North American free trade
agreement (No. w3914). National Bureau of economic research.

74

Grossman, Gene M. and Krueger, Alan B. (1995) “Economic growth and the environment,” The quarterly
journal of economics, 110(2), pp.353-377.
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②市場メカニズムの完備度

Thampapillai(2003)は、所得水準が向上する過程において、市場メカニズムが改善され、
自然資源が市場で取引され、環境汚染の悪化が緩和されると考えている。早期発展段階で
は、自然資源の投入量が多く、保有量が徐々に減少した。経済が一定の段階まで発展した
後、自然資源の価格はその希少性を反映して上昇し始め、社会は自然資源に対する需要を
低下させ、かつ自然資源の使用効率を向上させ、資源の消耗率が低い技術の発展を促進す
る。さらに、経済が一定の段階まで発展した後、市場参与者は環境の品質を重視して、環
境保護に対して重要な役割を果たす。例えば銀行が環境意識の弱い企業に対してローン
を拒否することである。その結果、環境は改善される75。

③消費者の効用と環境意識の変化

Panayotou(1993)は、環境財の消費に対する人々の傾向に焦点をあてて議論する。一人当
たりの所得水準が低い後進国にとって、その焦点はいかに貧困から脱却し、急速な富の増
加を遂げるかにある。加えて、初期の環境汚染の程度が軽く、人々の環境財に対する需要
が低く、環境の保護が疎かになり、環境状況が悪化した。この段階で、環境財は贅沢品で
ある。国民所得が高まり、産業構造が変化し、人々の消費構造も変化した。人々が「優れ
た環境」への需要を生み出し、環境財が正常品になる。所得水準が高いほどこの需要は切
実であり、すなわち高所得時の環境の所得―需要の弾力性は低所得時の環境の所得―需
要の弾力性より大きい。そのため、所得水準の向上に伴い、人々は自発的に環境にやさし
い措置をとり、かつ個人消費の角度から自発的に環境に有益な選択をし、それによって
徐々に環境汚染を緩和し、または解消する76。

75

Thampapillai, Dodo J. et al (2003). “The environmental Kuznets curve effect and the scarcity of natural
resources: a simple case study of Australia,” Invited Paper presented to Australian Agricultural Resource
Economics Society, (Australian Capital Territory Branch), Canberra, 24.

76

Panayotou, Theodore (1993) “Empirical tests and policy analysis of environmental degradation at different
stages of economic development,” ILO Working Papers 992927783402676, International Labour Organization.
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④国際的な直接投資（FDI）による汚染移転

López(2017)は、国によって所得水準が異なるため、環境に対する需要が異なることが
国家間貿易の条件になっていることを指摘した。国際的な貿易や直接投資を通じて「低所
得国では高公害製品を生産し、高所得国ではこれらの製品を消費する」の局面をもたら
し、この「環境ダンピング」は先進国の環境品質を好転させたが、その代償として発展途
上国の環境悪化が深刻化した77。

⑤政策の効果

Torras and Boyce(1998)は環境政策が国の環境クズネッツ曲線の形に影響する主要な要
素であると考えている。発展途上国が発展計画と政策を立案する時に、環境保護に対する
配慮が欠けているため、環境基準が緩やかであり、環境保護投資が不足である。経済の発
展に伴い、国は経済と環境のバランスを総合的に考慮して発展するため、環境基準が厳格
化され、環境保護投資が上昇する78。さらに、Deacon(1994)は優れた政策を立案すること
よりも、それらを厳格に実施することが重要であると考えている79。
環境クズネッツ理論は環境経済が逆 U 字曲線を生じる原因を説明し、逆に、これらの
要因から環境汚染問題を改善することも可能である。現在の中国は多文化が交錯し、貧富
の差が大きく、国際貿易に極度に依存している国である。同時に社会主義市場経済体制を
備えている。また、前述したように、中国は「世界の工場」として、第二次産業に極めて
依存しているのは明らかである。実施可能性の視点から見ると、消費者の環境意識の向
上、市場制度の改善には長期間の教育と健全な法的規制が必要である。同時に、中国の

77

Lopez, Ramon (2017) “The Environment as a Factor of Production: The Effects of Economic Growth and
Trade Liberalization 1,” In Lopez, Ramon (ed.), International Trade and the Environment, Routledge, pp. 239260.

78

Torras, Mariano and Boyce, James K. (1998) “Income, inequality, and pollution: a reassessment of the
environmental Kuznets curve,” Ecological economics, 25(2), pp.147-160.

79

Deacon, Robert T. (1994) “Deforestation and the rule of law in a cross-section of countries,” Land economics,
pp.414-430.
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GDP 総量は世界の上位にあるにもかかわらず、1 人当たり GDP の向上はまだまだ遅れて
おり、経済発展は中国の主要な目標の一つである。そのため、産業構造を調整し、外資の
流入を減らすことも良い解決策ではない。つまり、産業構造を調整し、市場制度を改善し、
消費者の環境意識を高め、或いは外国投資を低下させるより、環境政策の効果を高めるこ
とは明らかにより良い対策である。また、多様な文化の混在と巨大な貧富の格差を背景
に、地域ごとの環境ニーズに大きな異質性が生まれている。したがって、環境政策の効果
をいかに高めるかは、地方政府の環境保護の機能を検討する一方、中国の分権制度を検討
する必要がある。
また、環境クズネッツ理論に基づいて中国の環境問題を検討した文献のうち、中国の環
境政策の効果が理想的でないことは共通の認識であった。金融危機以来、ここ数年に環境
汚染が改善された主要な原因は環境政策の効果でなく産業構造の調整に帰結している
(宋德勇・于飞 2020、张欣・廖岚琪・唐赛 2020)80。韩晓慧(2015)は、現在の環境政策が期
待通りの効果をあげていないのは、環境政策が効果的に実行されていないためだと指摘
した81。陈宇、闫倩倩と王洛忠（2019）は、現在の中国の政治的背景の下で、中央政府の
環境に関する命令は地方政府の行為に対して有効な拘束力を持つことができず、政策実
行メカニズムを革新しなければならないと主張する82。
以上の分析から、地方政府の環境政策に対する積極的に実行させることは中国の環境
汚染問題を改善する最も直接的で、有効な方法であるといえる。さらに、中央政府は地方

80

宋德勇・于飞（2020）
「空气污染与城市经济发展——基于 285 个地级市的实证分析」
、
『金融与经
济』
、(02)、61–70 頁。
张欣・廖岚琪・唐赛（2020）
、
「我国环境库兹涅茨曲线检验与影响因素分析」
、
『统计与决策』
、
36(13)、72–76 頁。

81

韩晓慧（2015）
「当前我国环境执政能力研究:现状与展望」
、『湖北民族学院学报(哲学社会科学版)』
、
33(06)、132-135+140 頁。

82

陈宇・闫倩倩・王洛忠(2019)「府际关系视角下区域环境政策执行偏差研究——基于博弈模型的分
析」
、
『北京理工大学学报(社会科学版)』
、(05)、56-64 頁。
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政府に有効なインセンティブを与え、地方政府の積極的な環境政策の実行を導くことは
重要なアプローチである。

2.3.

政府の構成

中国の環境行政システムは著しい「条塊結構」83を示している。
「条」とは、
「トップダ
ウン」の管理パターンであり、地方の環境保護行政主管部門が上級の環境保護行政主管部
門の指導を受け、垂直型の命令伝達構造を示すものである。「塊」とは各行政区域内で、
地方人民政府が本級環境保護部門に人事、財政、設備などの支持を提供し、水平型の行政
組織体系を呈することを指す。具体的に、中国の環境保護行政システムは以下の部分によ
り成っている。

①国務院と地方政府

中国では、各級政府は中央から地方まで、国務院、省(自治区・直轄市)、地級市、県(県
級市・区)、郷・鎮に分けられ、全部で 5 級である。
国務院は国家最高行政機関であり、環境行政の最高決定機関である。国務院は環境保護
法律に基づいて国家環境行政条例を制定し、国務院の環境保護部門、その他の環境管理の
職責を担う部門、または地方各級の環境保護部門の事務を統一的に指導する。
地方各級政府は本管轄区内の環境管理の最高行政機関であり、法律で規定された権限、
職責に従い、本行政区域内の環境保護事務を管理し、本管轄区内の環境品質に対して責任
を負う。

②国務院環境保護主管部門と地方政府環境保護主管部門

中国の環境保護主管部門は中央から地方まで国務院、省(自治区・直轄市)、地級市、県
83

条塊結構（tiao-kuai）
：中国における特色ある行政システムである。その特色は「ダブルリーダーシ
ップ」である。
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(県級市、区)の 4 級に分けられる。郷・鎮の環境保護活動は県級環境保護部門が担当す
る。
国務院の環境保護行政主管部門は、全国の環境保護活動に対して統一的な監督・管理を
実施する。県級以上の地方人民政府の環境保護行政主管部門は、所轄地区の環境保護活動
に対し統一の監督・管理を実施する。

③その他の環境保護に関する部門

前述したように、環境保護行政主管部門以外の部門も環境保護の職務の一部を負担し
ている。

図 2-5 中国環境行政システムの構成

国務院
国務院環境保護
部

国務院の他部門
省級人民政府

省級環境保護

省級政府の他部門

主管部門

地級人民政府
地級環境保護

地級政府の他部門

主管部門
県級人民政府
県級環境保護

県級政府の他部門

主管部門
郷・鎮級人民政府

出典 ：筆者作成
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つまり、中国の環境行政システムは明らかな「条塊結構」を呈することが分かった。そ
の本線は各級の人民政府であり、支線は環境保護部(庁、局)またはその他の部門である。
国務院と人民政府は主に経済・環境の総合的計画と配慮を担当し、下級政府に対して命令
を下し、財政権と行政権を付与する。または、本級の環境保護部門に人的、金銭的な援助
を提供する。環境保護部門は主に環境保護に関する事務を担い、その他の部門もその職責
の範囲内で環境保護の責任を負う。図 2-5 に中国の環境行政システムの組織構成を示し
た。

2.4.

政府の職責84

中国の環境関連法には、
『憲法』から環境関連法、行政法ならびに地方の法律（日本に
おける地方自治体の条例に相当）ならびに各種行政規定に至るまで、中央政府と地方政府
の環境に関する職権と責務が規定され、次のとおりである。

2.4.1.

行政法による政府の職責

『中華人民共和国憲法』
（以下は『憲法』）は、国の基本的な法律として最も高い法的効
果を持ち、他の法律の立法上の根拠となるとともに、中央政府、地方政府及びその関係機
関の行動の基本指針となっているものである。
『憲法』第 26 条第 1 項により、以下のように規定されている。
国は生活環境と生態環境を保護し、改善し、汚染とその他の公害を防止する。
これが中国政府の環境保護責任の憲法における根拠である。国は環境悪化を防ぐだけ
でなく、より良い環境を提供する義務がある。

84

本節で引用した法律条文は筆者により翻訳したものである。
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2004 年に改正された『中華人民共和国地方各級人民代表大会と地方各級人民政府組織
法』第 59 条：
県級以上の地方各級人民政府は以下の職権を行使する：国民経済と社会発展計
画を実行し、本行政区域内の環境と資源保護を管理する。
以上の規定は、中国の環境保護に関する法律の中に、環境保護に関する政策の実行につ
いての地方政府の責任が明記されていることを示している。当該法案によれば、国家発展
計画に基づいて環境保護と経済発展を展開することは政府の権力と責任である。その職
権範囲は本行政区域内に限定されている。

2.4.2.

環境保護に関する法律による政府の職責

中国の現在の環境保護関連法律は基本法と単独法を含めて 20 余りである。これらの法
律は、いずれも地方政府の環境保護に関する権限と責任を明確に規定したものであり、次
のような幾つかの側面を含んでいる。

①行政区域内の環境に対する責任

『環境保護法』第 16 条：
地方の各級人民政府は、当行政地域内の環境に対して責任を負い、措置を取っ
て環境を改善すべきである。
この条文は、地方政府が中央政府から出された環境保護命令を実行する責任のみなら
ず、自主的に環境政策を展開し、環境を整備する責任を持っていることを示している。

②環境影響評価に関する責任

『中華人民共和国環境影響評価法』第 7 条：
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国務院の関連部門、市級以上の地方人民政府及びその関連部門は、その組織が
編制した土地利用に関する計画、区域・流域・海域の建設・開発・利用に関する
計画について、計画編制過程において環境影響評価を行い、当該計画の環境影響
に関する説明を作成するべきである。環境影響に関する説明を計画するには、計
画実施後に引き起こす可能性のある環境影響を分析、予測と評価を行い、有害な
環境影響を予防または軽減する対策と措置を提出し、計画草案の構成部分として
計画審査機関に報告しなければならない。
『中華人民共和国環境影響評価法』第 8 条：
国務院の関連部門、市級以上の地方人民政府及び関連部門は、その組織が編制
した工業、農業、牧畜業、林業、エネルギー、水利、交通、都市建設、観光、自
然資源の開発に関する特定項目計画に対して、当該特定項目計画草案の報告と審
査認可前に、環境影響評価を行い、かつ当該特定項目計画を審査する機関に環境
影響報告書を提出しなければならない。
中華人民共和国環境影響評価法は、地方政府の環境影響評価の責任を定め、環境影響評
価に含まれる項目を明らかにした。そのため、地方政府は発展計画を行うと同時に、発展
プロジェクトの環境影響を十分に把握し、その利害を十分に考慮してから決定するべき
である。

③循環経済を促進する責任

『中華人民共和国循環経済促進法』第 5 条第 2 項：
県級以上の地方人民政府において、循環経済発展の総合管理に関する部門は本
行政区域の循環経済発展業務の協調・監督・管理に責任を負い、県級以上の地方
人民政府の環境保護の関連主管部門は各自の職責に従い循環経済に関する監督・
管理業務に責任を負う。
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この条文によれば、地方公共団体の総合開発部門には、各部門の業務を調和させる職責
を有する。環境保護部門は循環可能な経済の角度から経済発展を監督・管理する職責を有
する。

④クリーン生産を促進する責任

『中華人民共和国清潔生産促進法』第 4 条：
国はクリーン生産を奨励し、促進する。国務院と県級以上の地方人民政府はク
リーン生産を国民経済と社会発展計画および環境保護、資源利用、産業発展、地
域開発などの計画に組み入れるべきである。
『中華人民共和国清潔生産促進法』第 5 条：
県級以上の地方人民政府は本行政区域内のクリーン生産促進活動の管理に責任
を負う。県級以上の地方人民政府の経済貿易行政主管部門は本行政区域内のクリ
ーン生産促進業務を組織、調整する責任を負う。県級以上の地方人民政府の環境
保護、計画、科学技術、農業、建設、水利および品質技術監督などの行政主管部
門は、各自の職責に従い、関連するクリーン生産促進業務に責任を負う。
『中華人民共和国清潔生産促進法』第 8 条：
県級以上の地方人民政府の経済貿易行政主管部門は、環境保護、計画、科学技
術、農業、建設、水利などの関連する行政主管部門と協力してクリーン生産の推
進計画を制定すべきである。
『中華人民共和国清潔生産促進法』第 9 条：
県級以上の地方人民政府は当該行政区域の経済配置を合理的に計画し、産業構
造を調整し、循環型経済を発展させ、企業が資源と廃棄物の総合利用などの分野
で協力し、資源の高効率利用と循環使用を実現することを促進するべきである。

- 40 -

以上の法律は、人民政府の中で環境保護の責任を負う部門に対して具体的な説明を行
った。環境保護は環境保護主管部門だけでなく、各経済建設関係部門の責任であることを
明確にした。地方政府はクリーン生産の立場から地元の産業構造を調整する義務があり、
その下の各部門は関連発展プロジェクトの計画にクリーン生産を組み入れる義務がある。

⑤大気汚染を防止する責任

『中華人民共和国大気汚染防止法』第 3 条：
地方の各級人民政府は本管轄地区の大気環境品質に対して責任を負い、計画を
制定し、措置を取り、本管轄地区の大気環境品質を規定の基準に達させる。
『中華人民共和国大気汚染防止法』第 4 条：
県級以上の人民政府の環境保護行政主管部門は大気汚染防止に対し統一的な監
督・管理を実施する。各級公安、交通、鉄道、漁業管理部門は各自の職責に基づ
き、自動車船舶による大気汚染に対して監督・管理を実施する。県級以上の人民
政府のその他の関連主管部門は各自の職責の範囲内で大気汚染防止に対し監督・
管理を実施する。
以上の法律は大気の環境保護の義務をさらに細分化している。地方政府とその下の各
部門は大気汚染に対する監督・管理を行う義務があると指摘した。その中で環境保護部門
は統一的な監督・管理を実施し、その他の部門はそれぞれの領域内で監督・管理を実施す
る。

⑥水資源を管理する責任

『中華人民共和国水法』第 5 条：
県級以上の人民政府は水利基礎施設の建設を強化し、本級の国民経済と社会発
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展計画に組み込むべきである。
『中華人民共和国水法』第 12 条：
県級以上の地方人民政府の水行政主管部門は規定の権限に従い、当該行政区域
内の水資源の統一管理と監督業務に責任を負う。
『中華人民共和国水法』第 13 条：
県級以上の地方人民政府の関連部門は職責に基づき分業し、当該行政区域内の
水資源の開発、利用、節約及び保護に関連する業務に責任を負う。
『中華人民共和国水土保持法』第 5 条：
国務院と地方人民政府は水土保持活動を重要な職責とし、措置を採って水土流
失の防止と処理を行うべきである。
『中華人民共和国水土保持法』第 6 条：
国務院の水行政主管部門は全国の水土保持活動を監督する。県級以上の地方人
民政府の水行政主管部門は、本管轄区の水土保持活動を管理する。
『中華人民共和国水土保持法』第 7 条：
国務院と県級以上の地方人民政府の水行政主管部門は、水土資源を調査評価し
た上で、関連部門と共に水土保持計画を制定する。水土保持計画は同レベルの人
民政府の許可を得る必要がある。県級以上の地方人民政府が許可した水土保持計
画は、上級人民政府の水行政主管部門に備案する必要がある。水土保持計画の修
正は、原許可機関の許可を得る必要がある。県級以上の人民政府は水土保持計画
で確定した任務を国民経済と社会発展計画に組み入れ、特定項目資金を手配し、
且つ実施する。県級以上の人民政府は水土流失の具体的な状況に基づき、水土流
失の重点区域を定め、重点的に予防・処理を行う。
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『中華人民共和国水汚染防治法』第 4 条：
県級以上の人民政府は水環境の保護活動を国民経済と社会発展計画に組み入れ
るべきである。県級以上の地方人民政府は水汚染防止の対策と措置を取り、本行
政区域の水環境に責任を負う。
『中華人民共和国水汚染防治法』第 8 条：
県級以上の人民政府の環境保護の主管部門は水汚染防止に対して統一的な監
督・管理を実施する。交通主管部門の海上管理機関は、船舶による流域汚染の防
止に対して監督・管理を実施する。県級以上の人民政府の水行政、国土資源、衛
生、建設、農業、漁業などの部門及び重要な河川、湖の流域水資源保護機関は、
各自の職責の範囲内で、関連する水汚染防止に対して監督・管理を実施する。
水資源は生産に必要な自然資源であり、生産活動の汚染排出の対象でもある。したがっ
て、水資源に関する法律が比較的多い。以上の法律は地方政府の水資源の利用と保護に対
する責任をさらに細分化した。まずは対象となる管轄機関の細分化であり、環境主管部門
と水資源利用に関する各経済部門が含まれた。さらに管轄機構の職責と権限が細分化さ
れ、環境主管部門は主に水質汚染防止の統一的な監督・管理を担当し、その他の部門はそ
れぞれの分野での汚染源を監督・管理する責任を負う。

⑦海洋環境を管理する責任

『中華人民共和国海洋環境保護法』第 7 条：
国務院海洋行政主管部門は全国海域使用の監督・管理を担当する。沿海県級以
上の地方人民政府の海洋行政主管部門は命令と権限に基づき、本行政区と隣接す
る海域の利用の監督・管理に責任を負う。

⑧騒音汚染を防止する責任
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『中華人民共和国環境騒音汚染防治法』第 5 条：
地方の各級人民政府は都市と農村の建設計画を制定する時、建設プロジェクト
と地区の開発、改造による騒音が周囲の生活環境への影響を十分考慮し、計画を
統一的に立て、機能区と建設配置を合理的に配置し、環境騒音汚染を予防、また
は軽減すべきである。
『中華人民共和国環境騒音汚染防治法』第 6 条第 2 項：
県級以上の地方人民政府の環境保護行政主管部門は本行政区域内の環境騒音汚
染防止に対し統一的な監督・管理を実施する。
『中華人民共和国環境騒音汚染防治法』第 6 条第 3 項：
各級の公安、交通、鉄道、民用航空などの主管部門と港務監督機関は、各自の
職責に基づき、交通運輸と社会生活騒音による汚染の防止に対して監督・管理を
実施する。

⑩固体廃棄物汚染を防止する責任

『中華人民共和国固体廃物汚染環境防治法』第 4 条：
県級以上の人民政府は固体廃棄物による環境汚染の防止を国民経済と社会発展
計画に組み入れ、固体廃棄物による環境汚染の防止に有利な経済、技術政策と措
置をとるべきである。国務院の関連部門、県級以上の地方人民政府及びその関連
部門は都市と農村の建設、土地の利用、地域の開発、産業の発展などの計画を制
定する時、固体廃棄物の発生量と危害性の減少、固体廃棄物の総合利用の促進と
無害化の処理などを統一的に考慮するべきである。
『中華人民共和国固体廃物汚染環境防治法』第 10 条第 2 項：
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県級以上の地方人民政府の環境行政主管部門は、本行政区域内の固形廃棄物に
よる環境汚染の防止と処理に対して統一的な監督・管理を実施する。県級以上の
地方人民政府の関連部門は各自の職責の範囲内で固体廃棄物による環境汚染防止
の監督・管理を担当する。国務院建設行政主管部門と県級以上の地方人民政府の
環境衛生行政主管部門は、家庭ごみの清掃、収集、貯蔵、輸送と処理の監督・管
理を担当する。

⑪放射能による汚染防止の責任

『中華人民共和国放射性汚染防治法』第 5 条：
県級以上の人民政府は放射性汚染防止活動を環境保護計画に組み入れべきであ
る。県級以上の人民政府は放射線汚染防止に関する適切な宣伝教育を組織・展開
し、公衆に放射線汚染防止の情況と科学知識を提供すべきである。
以上の各環境保護に関する法律では、政府と各部門が環境保護に果たす役割を包括的
に規定した。その中で、各級人民政府の主要な職責は環境保護などの内容を含まれる国民
経済と社会発展計画を制定することである。環境主管部門の主要な職責は環境保護、汚染
防止に対して統一的な監督・管理を行うことである。その他の部門、例えば交通、建設、
鉄道、水利などの部門はそれぞれの領域において環境保護、汚染防止に対して監督・管理
を行う。つまり、人民政府は総合的な発展の枠組みを制定することになる。環境主管部門
はその枠組みに基づいて全般的な環境品質を管理し、環境政策を制定する。他の部門は、
環境部門がそれぞれの分野で汚染源を監督・管理することに協力するべきである。

2.5.

環境行政システムにおける問題点

以上に述べた政府の職責と構成から、環境行政システムの問題点の一端が見えてくる。
第一に、地方政府の各部門の水平的な仕組みを見ると、環境保護の主管部門は環境の統
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一的な監督管理を担当している。しかし、具体的に各プロジェクトに対する監督管理の職
責を果たすのは、水利局、交通局などのプロジェクトが所属する分野の各部門である。つ
まり、環境保護主管部門は、汚染排出基準を超過した企業を停止するなど、プロジェクト
を直接規制する権力を持っていない。一方、環境保護主管部門以外の各部門の第一の職責
は、その主管プロジェクトの安定した運行を維持することである。環境保護のために、工
場の閉鎖などの措置が取られた場合、その産業の経済効果と税収が損なわれる。したがっ
て、このような役割分担のために、他部門の環境保護問題への取り組みが阻害されてい
る。環境部門は他の部門と同じレベルの関係にあり、他の部門に命令する権利があるわけ
ではない。他の部門が自分の行政目標のために環境部門に対する協力を拒否する場合、環
境政策と規制の施行は大きな抵抗を受けることとなる。実際には、環境保護部門が直面し
ている困難と抵抗は想像以上に際立っている。中国は多くの地域で生産力の発展レベル
が低く、経済成長が緩慢であり、人民の生活が貧しく、地方政府は非常に大きな財政圧力
に直面している。経済発展を迅速に促進し、財政収入を増やすために、一部の経済発展部
門が環境保護部門の反対を無視して発展プロジェクトを進めることはよく見られる。重
慶市環境保護局の局長、潘文良の指摘によれば、一部の汚染が深刻な企業は、現地の「ス
ター企業」として、重点的に保護されている。これらの企業を、環境保護部門が管理する
ことは難しく、閉鎖はさらに困難である。さらに一部の地域では、リーダーが企業を一対
一で支援する計画もある。環境保護部門はこのような企業に対して検査を行う前に、関係
部門の指導者の同意を得なければならない。企業の排出行為を処罰するには、各方面の圧
力を招きやすく、最後には実行しにくい85。
第二に、地方人民政府は経済、環境及びその他の要素を総合的に計画する職責を負う。
各部門の仕事を調和させ、それらの行政が円滑になるように保証する責任も有する。しか

85

中国环境报（2012）
「增强执行力服务民生」
（https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?FileName=CHJB201205110022&DbName=CCND2012）
最終閲覧日：2021/3/12。
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し、部門間の行政目標が相反する場合もある。このような状況では、人民政府は利害をト
レードオフし、必要な措置をとり、場合によっては直接行政命令を下して部門の仕事に介
入する必要さえある。利害がどのようにトレードオフするかについては、一定の基準はな
い。それは地方人民政府及び官僚の価値観などの主観的な理念に依存する一方で、上級政
府に与えられた命令とインセンティブにも依存する。地方人民政府と官僚の個人的な発
展理念、あるいは上級からの命令とインセンティブが社会経済の発展、国の税収などに偏
っている場合、環境政策の実施は当然多くの困難を伴うだろう。実際、多くの環境汚染事
件は地方人民政府の過失によって引き起こされた。表 2-1 には、一部の 2007 年から 2011
年までの重大な汚染事故、および政府の過失をまとめている。以下の事例は、中国各地で
地方政府が経済を重視し、環境を軽視している現象が存在することを示している。付言し
ておくと、2011 年以降に環境汚染事故が起きなかったわけではなく、汚染事故の後続の
公開調査や報道が不足のため、2011 年以降の事例についてはここで書かれていない。

表 2-1 2007 年から 2011 年に起こった汚染事故
事故名

事件の説明

地方人民政府の過失

太湖グリ

2007 年 5 月、太湖では、アオサ

1980 年代以来、
現地の環境保護部

ーンタイド

が大量発生して、無錫市の数百万

門は大量の汚染防止政策を制定し

汚染事故

人の給水危機を引き起こした。

たが、補助金は地方政府財政予算に
計上されておらず、水汚染防止活動
を実施することを困難にした。

- 47 -

雲南省陽

2008 年、雲南省澄江県の錦業有

錦業有限公司は 2005 年から 2008

宗海（1）水汚

限会社は長期間にわたり不法に汚

年の間に 6 億 1500 万元の売り上げ

染事故

染物を排出したため、陽宗海のヒ

収入を実現し、1162.8 万元の税金を

素濃度が基準を超え、名実ともに

納めた。澄江県に「重点保護単位」

深刻な毒水の湖になった。

に入っている。雲南省、昆明市、澄
江県の環境保護局と陽宗海の専門
管理部門の共同監督管理の下でも、
その長期的な汚染物質排出の結果
を変えることはできない。

江蘇省揚

揚州化学工業団地では、
「優士化

「優士化学」と「瑞祥化工」は揚

州工業汚染

学」 と 「瑞祥化工」という会社が

州の税収の大手である。そのうち、

事故

団地内の長江沿岸の近くに発癌性

「優士化学」は 2008 年だけで 2 億

の化学工業プロジェクトを建設

元の税金を納めた。揚州市政府は重

し、汚染が非常に深刻であった。

汚染化工企業の導入を断固として

2005 年に生産を開始してから、長

決定しており、このプロジェクトに

期的に基準値を超えて汚染物質を

関連する環境影響評価報告書も非

排出したため、近くで呼吸器系疾

常に完成度が低いものである。

患や癌の患者数が急速に上昇し
た。地元の環境保護官僚と民衆は
上級機関にこの問題を報告しても
成果がなかった。
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陝西省鳳

2009 年、東嶺製錬有限会社の汚

東嶺製錬有限会社は鳳翔県の主

翔県鉛汚染

染排出の影響を受け、陝西省鳳翔

要な企業の一つである。この製錬企

事故

県の 14 歳以下の児童 1016 人のう

業は 2008 年だけで税収 1 億 2300 万

ち、血液中の鉛含有量が基準値を

元を納め、地方財政収入への貢献額

超えたのは 851 人、さらに 174 人

は 2400 万元で、鳳翔県の地方財政

が重度の中毒状態であった。

の 17%を占めている。地方政府は、
住民の反対と環境影響評価報告書
を無視したため、この事故が起こさ
れた。

福建省紫

福建省上杭市紫金鉱業が汚水を

20 世紀 90 年以来、紫金鉱業は上

金鉱業汚染

基準を超えて排出し、鉱産資源を

杭県の主要な財政支柱であり、財政

事故

過剰に採掘した。それによる起こ

収入の 60%以上は紫金鉱業から由

された問題は水資源の深刻な汚染

来している。紫金鉱業の環境事故は

と山体の深刻な破壊をもたらした

頻繁に見られるが、すべて上杭県人

ことである。2010 年、公害事故が

民政府の庇護の下で無事になった。

相次いで多発し、大きな注目を集
めた。

注 1：陽宗海は海でなく、湖である。
出典 ：
① 国務院辦公庁（2007）
「曾培炎副总理在太湖水污染防治座谈会上的讲话」、
（http://www.gov.cn/ldhd/2007-07/06/content_675425.htm）最終閲覧日：2021/3/16。
② 中国日報（2009）
「云南阳宗海砷污染事件回放」
、
（http://www.chinadaily.com.cn/dfpd/2009-06/03/content_9169588.htm）最終閲覧日：
2021/3/16。
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③ 央視新聞（2013）
「记者调查：江苏仪征环保官员 8 年举报当地化工污染」、
（http://news.cntv.cn/2013/11/19/ARTI1384820532418565.shtml）最終閲覧日：
2021/3/16。
④ 鳳凰網（2009）
「陕西凤翔县的村民遭遇的铅污染事件」
、
（https://news.ifeng.com/opinion/topic/fengxiangqianzhongdu/）最終閲覧日：
2021/3/16。
⑤ 中国青年報（2010）
「紫金矿业污染事件：天灾还是人祸」
、
（http://zqb.cyol.com/content/2010-07/21/content_3335816.htm）最終閲覧日：
2021/3/16。

第三に、政府の垂直的な構造から見ると、中国の行政システムでは、国全体の発展目標
は「行政下請契約制度」86というルートを経て、省、市、県レベルで引き下げられること
になる。こうした中国の多くの階層の行政構造の下で、下級の地方人民政府が掌握してい
る裁量権（財政権、行政権）は次第に弱まる。一方、上級政府が目標達成のために、任務
の内容を多少誇張することがある。このように、最終的に任務の執行を担当する下級政府
が直面するのは、弱い裁量権と幾重にも増える任務である。小さな裁量権で重い任務に対
処するには、下級政府は数多くの任務を優先順位付けて実行することになる。
「報酬」と
しては、より多くの任務を担当することにより、地方人民政府は多くの行政面と財政面の
資源投入を得ることができる。地方人民政府そのものにとっての「報酬」は、主に下請契
約制のもとで余剰となった税収である。地方人民政府の官僚にとっての「報酬」は、主に

86

「行政下請契約制度」
（筆者訳）
：原文では、
「行政発包制（中国語）
」
、administrative subcontract（英
語）
。行政下請契約制度とは、中国の特別な行政制度であり、完全雇用制と完全下請契約制の中間に
ある特殊な体制である。上下政府の間に下請契約関係と、行政上の命令関係を含んでいる。その特
徴は、上級者が完全的かつ絶対的な裁量権を持ち、下級者が部分的かつ相対的な裁量権を持つこと
です。詳細は、周黎安（2014）を参照する。
周黎安（2014）
「行政发包制」
、『社会』
、34(06)、1–38 頁。
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個人が政治的な昇進を得る機会である。税収を増加させるには、地方が経済発展する必要
がある。官僚の昇進機会は、主に昇進考課制度の指標選択にかかっている。その指標が
GDP などの経済指標であれば、官僚は主に経済発展を促進することに取り組む。逆に、
その指標が SO2 などの環境指標であれば、官僚は主に環境保護を行うことに取り組む。
このように、昇進制度は地方政府の環境任務の遂行に極めて重要な役割を果たしている
と考えられる。

小括

本章では、主に中国の環境・経済のデータに基づいて中国の 2000 年から 2016 年の環
境経済発展状況を整理し、分析を試みた。または、環境クズネッツ理論を通じて環境・経
済に影響する主要な要素を分析した。さらに、中国環境行政に関する法律に基づいた政府
の職責と構成について考察した。
中国統計局が発表したデータによると、中国の経済は急速な発展を維持しているが、
2008 年の金融危機後には小幅な低下が見られた。一方、中国の工業付加価値が GDP に占
める割合は高く、概ね 40% -50%の間にとどまっており、2008 年の金融危機後に低下しつ
づけた。主な被害を受けた産業は紡績、電力、鉄鋼など自然資源の消耗が多く、汚染排出
が高い産業である。
一方、環境面では、中国の主要な環境汚染問題は大気汚染と水質汚濁の両方に焦点が当
てられている。2010 年以降、産業汚染排出は著しく減少したが、生活汚染排出は上昇し
た。環境は 2008 年以前より改善されたが、全体的な状況はなお厳しい状態にある。環境
汚染問題は経済発展、特に工業の規模と顕著に負の関連性を示している。つまり、工業の
規模が大きいほど、汚染排出が高く、環境汚染問題が深刻である。
環境クズネッツ理論によると、社会発展の初期において、環境と経済は負の相関関係に
あり、即ち経済規模の拡大に従って、環境汚染問題は深刻になる。後期になると、経済の
さらなる発展に伴い、環境の質が改善されるという正の相関に変わりつつある。こうした
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変化をもたらした要因としては、規模の効果、市場メカニズム、消費者の環境意識、国際
的な汚染移転、政策の効果が挙げられる。その中で、規模効果、国際的な汚染移転は経済
の発展に大きく影響し、消費者の環境意識や市場メカニズムの把握は困難である。したが
って、中央政府がどのように地方政府に有効なインセンティブを与え、それにもっと積極
的に環境政策を実行させることは非常に重要である。このような変革は環境行政システ
ムから着手する必要がある。
中国の環境行政システムは「条塊結構」であり、国務院・省・市・県の四級の人民政府
及び各級人民政府に属する環境保護部門とその他の部門で構成する。そのうち、環境保護
部門は主に環境保護の統一的な管理を担当する。その他の部門は主に管理範囲内の各プ
ロジェクトの監督・管理を担当する。人民政府は主に各部門の環境保護活動の協調、およ
び社会発展に対する最終決定を担当する。このような環境行政システムでは、他部門は自
らの作業目標と環境保護に矛盾があるため、積極的に環境保護部門に協力するとは限ら
ない。また、地方人民政府は税収のために経済発展を重視し、環境問題を軽視する傾向が
ある。したがって、このような環境行政システムでは環境政策の実行に内在的な障害が存
在する。そのため、地方政府と官僚に対するインセンティブメカニズムを改善することに
よって、この欠陥を補う必要がある。
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第3章 インセンティブの視点から見た中国の環境行財政制度

課題

1978 年に改革開放以来、中国の発展理念は経済建設を中心に転換した。地方政府の経
済発展の積極性を引き出すため、中国の行財政制度におけるインセンティブメカニズム
もそれに応じて調整された。中国のインセンティブメカニズムは、どのように経済発展を
最大化するかを中心に設計されていると言える。このようなインセンティブメカニズム
は、社会発展が単一化した経済発展という目標に向かって進み、粗放的な発展パターンを
もたらす要因となっている。
2003 年に「科学発展観」が提唱されてから、中国の発展理念はさらに全面的発展、持
続可能な発展へと変化し、経済発展を主とし、その他の面においても発展が伴うことを期
した発展理念を形成した。2012 年に提出された「五位一体」の発展理念は、さらに経済、
政治、文化、社会、生態環境を同一レベルに並べ、中国の長期発展計画とした。そこでは、
中国の発展目標は多元化したものになり、これまでのインセンティブメカニズムでは経
済と環境の同時発展の理念を満たすことができなくなった。これが現在改めて、中国のイ
ンセンティブメカニズムについて検討する必要がある根本的理由である。
インセンティブの対象から見ると、地方政府を団体として対象とした際のインセンテ
ィブと、官僚個人を対象としたインセンティブの二つの区分に分けられる。前者は、行政
分権と財政分権を主たる手段とし、権限の委譲によって地方政府にインセンティブを与
えるものである。後者は、昇進制度と監督問責を主な手段とし、官僚に対する賞罰を通じ
てインセンティブを与えるものである。インセンティブを与える対象が異なるため、その
メカニズムには次に述べる違いが存在する。まず、行政分権と財政分権では、地方に対す
る中央のコントロールが保証されることを前提として、地方公共団体が自らの職責を果
たすための十分な権限を付与する。その要点は、権力と責任が一致するかどうかである。
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一方、昇進制度と監督問責では、合理的な考課基準を通じて官僚の行動を誘導する。その
要点は、審査基準が官僚に所期の業績を達成させることができるかどうかにある。
以上の前提に基づき、本章では主に行政分権、財政分権、昇進制度と監督問責について
分析を行い、経済と環境の均衡発展という発展理念の下で、現在のインセンティブメカニ
ズムに存在する不足点について検討する。

3.1.

3.1.1.

行政分権

行政分権の発展過程

1978 年に開催した第 11 回三中全会、つまり改革開放を提唱した後、1993 年の分税制
改革までの間に、中国は改革開放の初期過程と模索中にあり、国家の経済体制は計画経済
から市場経済への移行過程を経た。この間の経済体制に対応して、中国の政府機能の調整
も計画経済の枠内での部分的な調整である(唐铁汉 2009)87。中央政府と地方政府の行政分
権は主に以下の諸点に重点が置かれている。第一に、地方政府の自治権の拡大である。
1982 年に制定された憲法は、中央と地方の国家機関の権限委譲の総括的原則、すなわち
中央の統一リーダーシップの下で地方の自主性と積極性を生かすための原則を明示して
いる。これに基づき、省、直轄市、自治区が地方法規を制定できる立法権が確立され、同
時に地方政府の行政職権範囲が列挙され、その内容は経済、教育、科学、文化、衛生、財
政、公安、環境などの各方面が含まれている。第二に、投資決定権の委譲である。中央政
府は物資調達権、投資プロジェクト許可権、外国資本利用権、または中央政府に所属する
企業の管理権を地方政府に委譲した。第三に、中枢都市にさらに大きな経済管理権限を与
えることである。例えばアモイ市のような「計画単列市」に省級に相当する経済管理権限
を与え、中枢都市の地位を際立たせ、経済活動を組織・指導する機能を強化する。第四に、

87

唐铁汉（2009）
『中国行政管理体制改革战略研究』
、国家行政学院出版社。
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経済特区、経済技術開発区、保税地域を設置し、開発し、より多くの経済特権を与える(王
东京 2008)88。
1993 年、第十四回三中全会で「中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决
定（中国共産党中央による社会主義市場経済体制構築に関する若干の問題の決定）」が公
布され、中国は社会主義市場経済の建設段階に入った。それによれば、社会主義市場経済
を建設するためには、財税制度の改革を積極的に推進すると同時に、中央と地方の経済管
理権限を合理的に配分し、双方の積極性を発揮させることが必要であることが指摘され
ている。具体的な方法について三つの方面への展開が記されている。第一は、国の法律・
法規・政策に基づいて、地域的な法律・政策・計画を制定するために必要な権限を省、直
轄市、自治区に与える必要があることである。第二に、地方の税収と予算を通じて、地域
の経済活動を調整することである。第三に、地方の資源を十分に活用し、地域の経済と社
会の発展を促進することである。
1993 年末に、国務院は「国务院关于实行分税制财政管理体制的决定（分税制財政管理
体制の実施に関する国務院の決定）
」を公布した。これは憲法と行政に関する法律の枠の
下で中央政府と地方政府の行政分権の関係を具体化する法律的な基礎である。分税制財
政管理体制の改革で確定した中央政府と地方政府の行政分権の内容は次の通りである。
第一は、財政権と事務権を統一する原則に基づき、中央と地方政府の収入を合理的に配分
する。また、中央財政による地方への税金還付及び移換支払制度を創設する。第二は、各
級政府の財政の支出範囲を区分することによって、中央政府と地方政府のそれぞれの事
務権を明確にする。具体的には表 3-1 のように示されている。

88

王东京（2008）
『中国经济改革 30 年（政府转型卷）
』
、重庆大学出版社。

- 55 -

表 3-1 中央政府と地方政府の財政の支出範囲

支出範囲

中央財政

地方財政

国家安全・外交と中央国家機関の運営に必

当該地域の行政機関の運営

要な経費、国の経済構造調整、地域発展の

に必要な支出及び当該地域

調整、マクロコントロール実施に必要な支

の経済、事業の発展に必要

出及び中央が直接管理する事業発展の支

な支出。

出。

具体的な

国防費、武装警察経費、外交・対外援助支

地方行政管理費、一部の武

項目

出、中央政府の行政管理費、中央政府が管

装警察費、地方の基本建設

理する基本建設投資、中央に直属する企業

投資、地方企業の技術改造・

の技術改造・新製品試作費、地質探査費、 新製品試作費、農業支援費、
中央財政からの農業支援支出、中央が負担

都市維持・建設費、地方文

する国内外債務の元利償還費用の支出、中

化・教育・衛生等の各事業

央が負担する文化、教育、衛生、科学など

費、価格補助費及びその他

の各事業費支出。

の支出。

出典 ：
「国务院关于实行分税制财政管理体制的决定（分税制財政管理体制の実施に関
する国務院の決定）
」を参考に、筆者が作成した。
中華人民共和国国務院公報（1993）
「国务院关于实行分税制财政管理体制的决定（分
税制財政管理体制の実施に関する国務院の決定）
」
、1993 年 30 期。
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以上述べた分税制財政管理体制の改革及びその他の調整を経て、地方政府の権限は次
のように要約することができる89。
① 行政立法権。省、自治区、直轄市の人民政府は法律、行政法規およびその地方性法
規に基づいて、規定を制定することができる。
② 行政指導権。部下の各部門や下級政府の仕事を指導する権限。
③ 行政監督権。部下の各部門及び下級政府の命令、指示を変更或いは撤回する権限。
④ 行政管理権。本行政区域内の経済、教育、科学、文化、衛生、環境及び資源保護等
の行政業務を管理する権限。
⑤ 人事行政権。当該機関、部下の各部門又は下級政府に属する職員を任免・研修・考
課・賞罰する権限。

3.1.2.

行政分権のインセンティブの理論的分析

行政分権は地方政府の生産力を大幅に解放し、地方政府の経済発展の積極性と創造性
を十分に動員した(罗长林・邹恒甫 2014)90。これは中央政府の本意に合致している。行政
分権の指導思想において、中央政府が地方政府に権限を与えるのは、地方の利益を考慮
し、地方の積極性を引き出すためである。他方で、これは地方政府の利益要求にも合致し
ている。行政分権によって、地方政府は一連の自主的権力を獲得し、その中で重点的に経
済管理権の面で、地方経済発展計画の制定権、地方投資管理権、地方財政収支の自主権、
89

王东京(2008)は立法、執行、指導、監督、管理、人事、民主、平等の 8 つの側面から地方政府の仕
事を詳しく述べた。ここでは、王东京(2008)と「地方各級人民代表大会和地方各級人民政府組織
法」
（2015 年改訂版）の内容を参考にして、職責と権限の二つの部分に要約して、地方政府が持つ権
限の部分のみを説明する。
全国人民代表大会（2015）
『地方各級人民代表大会和地方各級人民政府組織法』
（http://www.npc.gov.cn/npc/c12488/201508/901b100975454011ba55904caaa5b556.shtml）

最終閲覧日：

2021/3/21。
90

罗长林・邹恒甫（2014）
「激励、控制与行政分权:一个合约理论视角」
、
『经济学动态』
、(12)、10–20
頁。
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地方経済構造の調整権、地方国有企業の資産管理権などが含まれる(王东京 2008)。それで
地方発展の動機が十分に動員された。特に財政権と結合して、行政分権は地方税収及びそ
の他収入の増加を求める地方政府に権力保障を提供する。朱启才(2004)によれば、権力は
本質的に権力主体の資源に対する制御力である。ここで言う資源は、生産資料、通貨、資
本、自然資源などのものを指すことができる。人材などの人間であることも可能である。
政治資源、経済資源、その他の社会資源でも可能である91。このように、行政分権によっ
て、地方政府は多くの権力を獲得し、これらの権力は地方政府が自身の利益を獲得する手
段になることができる。実際、地方政府も、利己的な動機をもつ理性的な経済人(団体)と
見なすことができ、彼は自身の利益を満たす必要があり、いったん権力を獲得すると、必
然的にそれらの権力を自分の利益のために使うことになる。
地方政府は、以上のように中央から与えられた権限によって、各方面の資源を十分に支
配し、地方経済の発展を図ることができる。他方、中国の社会主義市場経済は伝統的な計
画経済体制を放棄して発展したものである。長期にわたり、特に改革開放当初は市場の主
体が不在であったが、このような状況において、地方政府は半ば強制的に市場経済化を通
じて市場の設計運営における主体的役割を果たした。地方政府が市場発展のための条件
づくりをしていることを示しており、地方企業の設立、企業誘致、資金導入、経営資本、
投資プロジェクト、流動性の創出などが挙げられる。地方政府は行政分権を通じて、資源
の支配権を獲得し、市場主体として市場の形成と発展に対して重要な役割を果たしてい
る。その過程で、地方政府も市場主体として大きな収益を得ており、この利益獲得は地方
政府が経済発展を追求する原動力となっている。
つまり、以上分析したように、行政分権によって、地方政府には、資源を支配する権限
が与えられた。また、市場化改革の時代背景と結合し、これらの権力は地方政府に市場主
体としての利益を獲得する能力を与えた。これらの利益は地方政府の経済発展の原動力
となっている。

91

朱启才（2004）
『权力、制度与经济增长』
、经济科学出版社。
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3.1.3.

行政分権による環境保護への影響

地方分権が地方経済の発展に重要なインセンティブを与えていることを十分に肯定す
ると同時に、その問題点も明確に認識すべきである。行政分権による環境保護への影響は
二方面に分けることができ、まずは、行政分権が地方政府の経済発展にもたらすポジティ
ブなインセンティブと対になった、環境保護に及ぼす悪影響（ネガティブなインセンティ
ブ）である。その影響は、まず、地方政府が自らの利益追求の立場から経済発展を過度に
重視し、環境保護を軽視することにつながる。次に、行政分権によって生じる各レベルの
政府間の行政上の矛盾、それに伴う環境政策を実施する問題である。これらの矛盾は主
に、中央地方分権の根拠、すなわち、なぜ分権するかが委細においては不明であることに
端を発していると筆者は考える。

1.

行政分権のインセンティブによる環境保護への影響

地方政府は行政分権を通じて非常に大きな経済発展の自由裁量権を獲得した。具体的
には国有資産の支配権、地方収入の支配権、人事管理権、社会資源の制御権、その他の公
共管理権などが挙げられる。したがって、地方政府は国有企業を含む企業プロジェクトの
認可権を持つ一方で、プロジェクトの所有者でもある。地方政府がこのような権力を持つ
ようになってから、地方政府の利益を実現する手段ができた。巨大な利益に駆動され、地
方政府は利己的な傾向を示し、地方政府の利益の最大化を追求することが彼らの第一の
目的となった。この観点からは、収益が速く、所有権が明確な経済利益に対して、環境保
護の収益は緩慢で独占できない点が「欠点」となる。経済発展と環境保護に矛盾が生じ、
地方政府が環境保護の職責を実行することを監督する制度が欠如することにより、地方
政府は自由裁量権を利用して環境保護よりも経済発展を優先する可能性高くなる。地方
政府が独立した利益主体となり、地方政府の官僚、つまり地方政府の中のもう一つの利益
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主体が受けたインセンティブ92が、経済に対する追求とのバランスを取れていない状況で
あることにより、両者にとっての経済発展政策に対する重視の程度が拡大し、環境保護政
策に対する軽視、無視へとつながること想定される。
このようなインセンティブメカニズムの下で、地方政府は環境保護政策への積極性に
欠けることになる。加えて次に述べる行政機構上の矛盾である「権力配分における問題
点」が、さらに地方政府が環境保護政策に消極的となる現象を進行させた。

2.

権力配分における問題点

中国の行政分権は主に関連の法律によるものではなく、中国共産党と国務院の政策に
よるものである。2.4 節に述べたように、
『憲法』と『地方各級人民代表大会と地方各級人
民政府組織法』には地方人民政府の職権が列挙されているが、これらの条文は曖昧過ぎ
て、分権の割合を具体的に説明していないため、操作性に欠けている。したがって、実践
においては、行政分権は主に中央の政策に依存している。法律に比べ、政策は基本的に安
定性に欠け、特に、中国では中央集権から行政分権への移行の背景で、政策は更に変化し
やすいものとなった。これは中国の行政分権において「利益があれば権力を取り戻し、利
益がなければ権力を与える」93という現象をもたらした原因となる。
例えば、1993 年に国務院は「国务院关于实行分税制财政管理体制的决定(分税制財政管
理体制の実施に関する国務院の決定)」94を公布し、中央と地方の間で事務権と税金の種類
を区分し、それぞれの財税収入範囲を明確にした。その中で所得税を地方税の種類として

92

即ち、官僚の昇進考課制度であり、この点は後で分析する。

93

刘光大(2006)は中国の行政分権の現象を「利益があれば権力を取り戻し、利益がなければ権力を与
える」にまとめた。
刘光大・莫勇波（2006）
「论我国政府间纵向职权划分模式的战略选择——从行政性分权模式向法治性
分权模式的转型」
、
『改革与战略』
、(11)、25-27 頁。

94

国务院（1993）
「国务院关于实行分税制财政管理体制的决定」
、
『中华人民共和国国务院公报』
、30、
1462-1467 頁。
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明確に規定し、中央は配分に参加しないことを明らかにした。しかし、2001 年国務院は
また「所得税收入分享改革方案(所得税配分方式)」95を公布し、所得税は企業の所属関係
により区分する方法から中央と地方が固定の割合で共有することに改め、2001 年、この
割合は中央が 50%を占め、地方は 50%を占めるようになり、2003 年、この割合は中央が
60%を占め、地方は 40%を占めるようになった。これは市場経済体制下における所得税の
発展傾向に合致するものと思われるが、国務院がこのような変動を行う際に、地方の利益
を十分に考慮していないことも意識せざるを得ない。さらに、このような一方的な国務院
の決定は、地方政府に十分な協議の余地を与えていない、まさに命令のようなものであ
る。こうした頻繁な調整を受け、地方政府は中央政府の命令に不信感を抱き、現在持って
いる権力を使って自らの利益を最大化しようとするようになる。
実際、上述した所得税の配分方式と類似する変動は、各種の権利の区分、各級政府間の
権力の区分にも発生している。このような現象は、まさに「ブラックヘッド(法律文書)は
レッドヘッド(政府文書)より劣り、レッドヘッドは口頭(指導指示)より劣る」96ということ
を示している。規範的な制度保障がないため、権力と職責の調整は非常に恣意的だという
ことである。上級の政府と部門は自身の利益のための考慮に基づき、一部の利益になる権
力は、上級が最大限に取り戻し、また一部の公共サービスの責任は、上級が最大限に分権
化し、これにより末端の地方政府の権力は狭い空間に押し出され、地域の経済発展と環境
保護を含むその他の社会発展を統一的に管理し協調する能力を失うようになる。
また、中央集権から行政分権への転換の過程において、地方政府の主体意識が徐々に形
成され、従来の上級政府の地方における代理部門から独立性が次第に強められた地域の
代表者である機構へと転換している。下級政府は通常、上級の決定や政策に従おうとする
一方で、上級機関の政策の統制から逃れて地方の局部的利益を狙う対策を講じている。こ

95

国务院（2001）
「所得税收入分享改革方案」
、
(http://www.gov.cn/gongbao/content/2002/content_61880.htm)

96

最終閲覧日：2021/3/21。

刘光大(2006)は中国政府間の命令伝達を「ブラックヘッドはレッドヘッドより劣り、レッドヘッド
は口頭より劣る」と形容した。
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のため中央が発表した政策に対する地方の対応の遅れは次第に大きくなり、特に環境政
策のように財政支出に負担をかけながら財政収入をもたらさない政策では、その傾向が
強まると思われる。

3.

職責配分の問題点

行政上の矛盾は上述の権力配分の問題だけでなく、職責配分の問題にも表れている。例
えば、本論文の 2.4 節で引用した複数の法律の中では、
「県級以上の地方各級人民政府が
本行政区域内の経済、教育、環境を管理する.....」とする表現が何度も現れる。ここでい
う「本行政区域」とは、明確に定義されておらず、すなわち、ある地域の事務は、市政府
によって管理されてもよいし、上級の省政府によって管理されてもよいし、直接的に中央
によって管理されてもよい。各級政府はすべて管理する責任があるが、互いに責任をなす
りつけ合い、最終的に利益のある事務は争って管理し、利益のない事務は誰も管理しない
状況になる。
具体的には環境管理の分野においても、上記の権限と責任が不明確であるという問題
がある。環境管理体制において、中国は「統一的管理と階層別・部門別管理の結合」を原
則としている。すなわち「国務院の環境保護主管部門は全国の環境保護に対して統一的な
監督管理を実施する。県級以上の地方人民政府の環境保護主管部門は、所轄地区の環境保
護活動に対し統一の監督管理を実施する。海洋主管部門、港務監督、軍隊の環境保護部門
と公安、交通、鉄道などの部門は環境汚染防止に対する監督管理を実施する。土地、鉱物、
林業、農業、水利などの部門が資源の保護に対して監督管理を実施する」である。環境保
護は非常に広範囲にわたる作業であり、複数の部門による共同管理が必要である。しか
し、正式な文書の中ではどのように統一管理し、どのように階層別・部門別に管理するか
明確な規定がない。これは実践の中で、各級の政府と各部門の間の職責が重複する現象を
引き起こした。しかも、環境汚染企業に対する処罰などの実権は、環境保護部門を除いた
他の部門にある。例えば、鉄道騒音、交通騒音はそれぞれ鉄道部門と交通部門によって管
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理され、発展と改革委員会は古い汚染処理設備を廃棄する権利を掌握し、企業に時限措置
を取るべきかどうかは、環境保護部門ではなく、地方政府によって決定される。
環境管理の分野では、地方の環境保護部門が同時に多くの管理を受けるという問題が
ある。いわゆる「環境保護垂直管理制度改革」97を行う前に、地方環境保護部門は上級の
環境保護部門の直接指導を受ける一方、その仕事は地方政府の社会発展計画の枠内で実
施する必要があるため、地方政府の指導も受ける98。さらに、財物の提供、人事の任免は
地方政府が行うため、地方政府は実質的に環境部門を強力にコントロールしている。地方
政府が十分な支持を与えない限り、環境保護の仕事は展開しにくいことになる。杨志
(2007)の指摘によれば、湖北省武漢市武昌区を例にとると、武昌区の人口は 100 万人を超
え、管轄面積は 43 平方キロメートルだが、環境保護局の正職員は 8 人のみで、監察チー
ムには正職員が 12 人しかおらず、管理所の正職員は 5 人である。膨大な作業量に対して
も、ほかの部門の人員配置に対しても、環境部門の人員は少なすぎる99。

4.

「環境保護垂直管理制度改革」の理論的分析

「環境保護垂直管理制度改革」以降、主な変更点は、第一に、環境に対する監督・審査
権が上級(省)に移管されたことである。省級環境保護部門は統一的に本省(自治区・直轄
市)及び所轄の各市・県の生態環境の品質監視、調査評価と審査業務を担当する。第二に、
下級(市)に更に多くの執法権力と能力を与えることであり、即ち環境執法機関に現場検査、
行政処罰、強制的な行政命令を実施する条件と手段である。環境管理の執行機関を政府行
政法執行部門に組み入れ、調査すること、証拠を集めることなどのための装備を備え、環

97

2016 年に国務院は『省以下の環境保護機構監測の法執行垂直管理制度改革の試験点業務に関する指
導意見』
（以下では「意見」と略す）を発布し、河北・重慶・江蘇・山東・湖北・青海・上海・福建
等の 8 つの主要省・市で試行を行った。現在まで、この改革はまだ正式に行われていないが、ここ
では簡単な分析のみを行う。

98

2.3 節を参照する。

99

杨志（2007）
「环境保护执法难点及对策思考——以武汉市武昌区为例」
、
『学习与实践』
、(04)、98–101
頁。
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境法執行車両を保障することである。第三に、人事任免権を上級に移管することである。
つまり、
「关于省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度改革试点工作的指导意见（省以
下の環境保護機構監測の法執行垂直管理制度改革の試験点業務に関する指導意見）」によ
れば「市級の環境保護局は省級の環境保護庁(局)を主とする二重管理を実行し、依然とし
て市級の政府の業務部門である。省級環境保護庁(局)の党組織は市級環境保護局局長、副
局長の指名を担当し、市級党委員会組織部門と一緒に考察を行い、市級党委員会の意見を
求めた後、市級党委員会と政府に提出し、関連規定に従って処理する。そのうち、局長が
市級人民代表大会に提出して任免し、市級環境保護局党組織書記、副書記、構成員が市級
党委員会の意見を求めた後、省級環境保護庁(局)党組織が審査して任免する。直轄市所属
区県および省直轄管轄県(市・区)の環境保護局は市級環境保護局を参照し改革を実施する。
計画単列市、副省級都市環境保護局は省級環境保護庁(局)を主とする二重管理を実行する。
庁級幹部の任免に関わる場合、相応の幹部管理権限に従って管理する。
」100
環境保護垂直管理改革は地方環境保護部門の財務、人事問題を表面的に解決し、地方政
府への依存を低下させたが、本質的に行政の矛盾は依然として存在している。第一に、環
境部門と地方政府それぞれの職責・権限の範囲などについて、明確かつ具体的な規定を定
めている法令はいまだに見当たらない。環境とは、多くの関係を巻き込む複雑な交差領域
として、地方政府と環境保護部門の間には環境監査と執行に対する明確な権限・責任の区
分がまだなく、
「縦」(省―市)と「横」(地方政府―環境保護部門)の面に権力の交差と重複
が存在し、改革後も環境保護部門と地方政府の職務範囲には依然として多くの重なり合
うところが存在し、責任転嫁という現象が相変わらず生じやすい。例えば、省と市の地方
環境保護部門はいずれも汚染物質排出企業の監督管理に責任を負い、この責任の区分が
難しいため、汚染物質排出企業に対する監督管理を効果的に展開することが難しい。第二
に、「環境保護垂直管理制度改革」の漸進的な実施により、地方政府の機能が分断され、

国務院（2016）
『关于省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度改革试点工作的指导意见』
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（http://www.gov.cn/zhengce/2016-09/22/content_5110853.htm） 最終閲覧日：2021/3/20。
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地方政府の組織構造の完全性がある程度損なわれている。地方政府は、原則として環境保
護の責任を負っているが、権限の剥奪により、所轄の下で発生する環境保護事務として、
「目には見えるが、権限がない」ことになる。一方、交通による騒音公害、排気ガス等は
なお地方政府の協力に依存しているところである。しかし、環境保護部門はもはや地方政
府に所属していないため、両者間の意思疎通が阻害され、結果的に地方政府には「管理す
る権利はあるが、見えない」状態になっている。この二つの現象はかえって矛盾を激化さ
せた。
つまり、
「環境保護垂直管理制度改革」は場当たり的な処理であり、根本的な是正措置
ではない。環境保護部門の財務、人事における地方政府への依存問題を改善しただけで、
環境保護の職責と権限の配分問題を解決できず、更に地方政府に環境保護のインセンテ
ィブを与えることができなかった。逆に、改革によってまた一連の他の問題がもたらされ
た。(朱永兴・李雪臣 2021)は河北省の大気汚染を例に、改革の効果を計量的に分析し、理
想的ではないと指摘した101。この研究では「環境保護垂直管理制度改革」と他の政策との
相互作用を明確に区別していないが、
「改革」は環境保護上の最も主要かつ最大の調整で
あるため、このような分析結果も「改革」の効果が不十分であるという結論を示唆してい
る。

3.2.

3.2.1.

財政分権

財政分権の発展過程

中国の財政分権は、主に中央と地方の間の税収配分という分税制度を指すことである。
分税制改革の前は、中央と地方の協議による利益配分を実現する財政制度が行われてい

朱永兴・李雪臣（2021）
「
“环保垂改”政策效果评估——以河北省空气质量为例」
、
『金融经济』
、
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(01)、9–20 頁。
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た。1993 年に市場経済へ移行する時、中央が提出した「中共中央关于建立社会主义市场
经济体制若干问题的决定(中国共産党中央による社会主義市場経済体制構築に関する若
干の問題の決定)」102には、中央と地方の経済管理権限を合理的に区分する必要があると
指摘した。その要点は分税制度の改革を行い、中央と地方の独立した税収体系を構築する
ことである。こうした中、1993 年 12 月に国務院は「国务院关于实行分税制财政管理体制
的决定(分税制財政管理体制の実施に関する国務院の決定)」を公布し、具体的には以下の
ような内容が含まれている。
第一に、中央と地方の財政支出における区分である。これについては上の 3.1.1 節で説
明したのでここでは省略し、詳細は、表 3-1 中央政府と地方政府の財政の支出範囲、を
参照する。
第二に、中央と地方の収入の配分である。分税制改革の後、税収は中央税、地方税、共
有税の 3 つの部分で構成されている。

表 3-2 中央政府と地方政府の税収の範囲
項目

内容
関税
税関が代理し徴収する消費税、付加価値税
消費税

中央税

中央企業所得税
地方銀行、外資銀行及び非銀行金融企業の所得税
鉄道部門、各銀行本部、各保険会社本部が納付す
る営業税、所得税、利潤、都市維持建設税
車両購入税

中国共产党第十四届中央委员会（1993）
「中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决

102

定」
、
（http://www.people.com.cn/item/20years/newfiles/b1080.html）
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最終閲覧日：2021/3/22。

営業税(上述の鉄道部門、各銀行本部、各保険会社
本部が納付する部分を含まない)
地方企業所得税 (上述の地方銀行と外資銀行及び
非銀行金融企業の所得税を含まない)
個人所得税
都市土地使用税
地方税

固定資産投資方向調節税
都市維持建設税 (上述の鉄道部門、各銀行本部、各
保険会社本部が納付する部分を含まない)
不動産税
車両船舶使用税
印紙税
農牧業税
農業特別税
耕地占用税
契税
土地付加価値税

共有税

付加価値税（中央 75％、地方 25％）
資源税（資源の種類により区分）
証券取引税（中央 50％、地方 50％）

出典 ：
「国务院关于实行分税制财政管理体制的决定(分税制財政管理体制の実施に関す
る国務院の決定)」を参考に、筆者作成。
国务院（1993）
「国务院关于实行分税制财政管理体制的决定」、
『中华人民共和国国务院
公报』
、30、1462-1467 頁。
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第三に、中央財政の地方税収に対する還付額を確定することである。1993 年に各地方
が納付した税収額を基とし、それ以降、全国の税収は 1%ずつ増加すれば、中央財政から
地方への税金還付は 0.3%ずつ増加する。税収が 1993 年の基数に満たない場合、相応する
還付額を控除する。
第四に、分税の割合の調整である。この決定は、分税制財政管理体制の基本構造のみを
確定したが、その後、段階的な調整を行う。例えば、証券取引税の割合は 1997 年に中央
80%、地方 20%に調整され、2002 年には中央 97%、地方 3%に調整された。企業所得税は
企業の所属関係により区分されることから、中央と地方がある割合に従って共有するこ
とに調整された。また、その割合は 2003 年に中央 60％、地方 40％であったが、2004 年
に中央 75％、地方 25％に調整された。そのほかにも、多方面、数回の調整が行われた。

3.2.2.

財政分権のインセンティブの理論的分析

財政支出に対する管理権、使用権は行政分権の範疇にも属するので、これらの面におい
て財政分権と行政分権は重複するところがある。そこで、以下では主に財政収入における
分権化がもたらすインセンティブを分析する。
中央集権的な計画経済体制から財政分権的な市場経済体制への移行過程で、地方政府
の利益が中央政府に認められ、安定的に利益を得る道が開かれた。そのため、地方政府は
自分の利益の最大化、つまり税収配分の最大化に対して明確な期待を持っている。地方の
経済発展が高ければ高いほど、財政収入も高くなり、したがって、地方政府が共有する財
源も増える。このような地方政府と経済発展の利益上の相互関係は、地方政府が積極的に
経済に介入し、本管轄区域の経済発展を求めることを促進する。
こうした分税改革を行った後の地方政府は、企業のようになり、利益を追求する特性を
備えている。これに対して、Oi(1995)の local state corporatism 理論は地方政府の「企業属
性」を詳しく分析した。その指摘によれば、中国における財政分権は、地方政府が収入増
加のためのインセンティブを獲得したことで、地方が経済発展を追求する積極性が大き
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くなった。地方政府は多くの企業と同じ特徴を示しており、役員の役割は理事会のメンバ
ーのようになっている。地方政府はその管轄区域内で各経済主体と様々なビジネス関係
を形成しており、彼らは共同で行政体制を利用して市場を構築し、行政権力を利用して協
力関係を維持・保護する。地方政府は発展目標、資金貸借、信用保証、リスク分担などの
面で企業のパートナーになる。
具体的には、地方政府は主に四つの方面を通じて企業に介入し、経済の協力関係を締結
した。第一は、企業の管理である。地方政府が企業を私有化ではなく、個人に下請けや賃
貸することは、企業に対する政府の介入やコントロールに役立つ。このような下請制のも
とでは、請負者(企業)は人事、開発、投資、生産について提案することができるが、最終
決定権は政府にある。第二は、資源の配分である。地方政府は、中央が地方に調達する低
価の財や、現地に保有する希少資源を把握し、数多くの企業に選択的に配分する。第三は、
行政サービスである。これには企業の営業許可書、製品合格証、税額控除機会などの通常
サービスが含まれる。また、重点保護企業、スター企業を設立するなどの特別サービスも
挙げられる。第四は、投資とローンである。投資とローンを制御することは、地方政府が
経済発展を導く最も有効な手段の一つである。政府は企業に信用保証を提供するなどに
より、投資や融資を支援することができる。
つまり、財政分権が地方政府に経済発展に対する積極性と市場に対する管理権を同時
に持たせたからこそ、著しいインセンティブの効果を得た。Qian and Weingast (1997)は、
中国の GDP が年平均 10%前後の成長率を維持している主な原因は「正しいインセンティ
ブ」にあると指摘した。ここでいう「正しいインセンティブ」は、まさに財政分権を指し
ている。

3.2.3.

財政分権による環境保護への影響

財政分権は地方政府の経済発展の積極性を動員したが、公共物品の供給においては経
済発展のようなインセンティブを与えていないと思われる。逆に、地方政府が持つ「企業
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属性」によって、利益を追求すると同時に外部性の影響ももたらすことになる。また、こ
のような「企業属性」が地方政府の「公共財の提供」という属性を排斥し、地方政府の環
境保護に対する積極性を低下させた。このため、財政分権のインセンティブが大きいほ
ど、地方政府の「企業属性」が顕在化し、外部性の影響が深刻化する。それに、地方財政
の財源、支出の面から見れば、それは地方政府の公共財の供給にも影響を与える。これら
の影響は次に述べる主要な特性を示している。

1.

過大な職責と過少な財源

分税改革の進みに伴い、地方政府が持つ財源が縮小されつつある。中央は多くの税目を
自身に任せたり、地方政府と共有したりする(共有といっても、地方自治体が占める割合
は小さく、減少しつつある)。この現象は中央と地方政府の税収配分においてのみ現れて
いるわけではない。分税制改革が主に解決したのは中央と省級政府の間の税収配分の問
題であり、省以下の各級政府の税収の配分には明確に規定されていない。さらに、下級政
府は上級政府が制定した税収配分の規則に受動的に服するに過ぎない。このため、地方政
府の上下間(省―市、市―県)の税収配分も同様の配分様式をたどる場合が多い。贾康(2008)
によれば、全国の各地方政府の財源分布をみると、省・市地方政府の財源が地方全体の約
60%を占めており、県、郷の財源は地方全体の約 40%にすぎない103。一方、下級政府の職
責と任務は、2.4 節で分析したように、
「行政下請制度」のもとでは、下級政府であればあ
るほど、職責と任務は重くなる。しかし、巨大な職責と多くの任務は必ず膨大な財源を必
要とする。このような制度の下で、末端政府の財政収入と支出は矛盾している。
こうした職責と収入の不均衡という矛盾は、地方政府に非常に大きな財政負担をもた
らしている。地方政府は、限られた財源の中で多くの公共事業を担っているため、財政支
出の配分に当たっては、社会の安定を揺るがす緊急課題の解決を最優先にせざるを得な
い。例えば、医療、年金、就職率などである。これらの任務に対して、環境保護は投資が

103

贾康（2008）
『中国经济改革 30 年（财政税收卷）
』
、重庆大学出版社。
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大きく、効果が遅く、人民の需要が高くない任務として、暫時保留され、または少量の財
政支出を分配される。
近年では、中央の環境保護理念の向上に伴い、地方政府の環境保護に対する重視度も高
まり、環境保護への投資も増えつつあるが、環境汚染問題の解決および良質な環境に対す
る公衆の需要に対しては、まだ非常に限られている。環境保護に関する能力から見ると、
予算不足による環境部門の人員不足、設備の不備が一般的な状況である。そのため、企業
の監督と汚染の処理には無力感を示している。さらに、現在の環境保護部門は市級まで設
置している。巨大な管轄区域に面しているため、他の政府部門と比べれば、環境保護部門
の任務は明らかに困難である。

税収配分における問題点

2.

上述の分析によれば、税収の最大化は地方政府の目標である。分税制の分配方式による
と、地方政府の税収は主として付加価値税と所得税に由来している。汚染集約型企業は付
加価値税の主な供給源として、流動性が大きいため、地方政府が誘致のために互いに競争
する傾向がある。誘致合戦の中で、環境規制の緩和は重要な点になっている。そこで、競
う企業の排出基準を下げることになる。このような悪質な競争は、国の総生産を拡大させ
ないのみならず、資源の浪費、環境汚染、生態系の破壊など環境問題を悪化させる。実際
状況において、国家発展改革委員会の研究では、地方政府は税収を競うため、経済発展の
面で汚染集約型の生産企業に重点を置き、その結果、資源や土地の浪費が深刻になり、環
境汚染が悪化した。顾保国・江英(2008)の研究によると、中国の環境汚染の主な原因は人
口の圧力と経済成長であり、不当な政策も環境汚染問題を悪化させ、その中には分税制度
の改革も含まれている104。科学発展観が提唱されて以来、中央政府は経済発展パターンの
転換、産業構造の調整を繰り返し強調したが、税収分配においては大きな変化はなかっ
た。そのため、2020 年に至るまでは、第二次産業の GDP に占める割合が下がったにもか

104

顾保国・江英（2008）
「分税制改革助推环境与经济和谐」
、『环境经济』
、
（9）
、49-52。
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かわらず、経済成長の重要な柱であり続けている。さらに、地域間の競争問題が解決され
ておらず、環境汚染問題がなお深刻である。
このような汚染集約型企業に依存する粗放的な経済成長の方式は、土地、水資源および
石炭、電力、石油などの稀少資源の大量な消耗と浪費をもたらし、かつ深刻な環境汚染を
引き起こす。しかし、現行の分税制度が変わらない限り、地方政府は重工業を発展させよ
うとする強い動機を持っており、資源と環境も長期的には圧迫されることになる。

3.

土地財政による環境保護への影響

中国では、土地財政は地方政府が財政収入を実現する重要なルートである。土地財政と
は、地方政府が土地を財政収入と引き換えに利用する行為である。その重点は、第一に、
土地譲渡金は地方政府の財政収入の重要な補充である。地方政府は公益の名のもとに農
民から土地を取り上げ、農村の集団所有の土地を国有の土地に転換させる。第二に、地方
政府は企業を誘致するために、工業用土地を低価格または無償で譲渡する。第三に、不動
産の開発による税収はすべて地方政府の所有であるため、地方政府は都市の拡張に熱心
である。第四に、土地を担保にしてローンを獲得する。地方政府は通常、土地備蓄センタ
ー、政府所有の会社と開発区を通じて銀行に土地を担保にし、銀行から融資を受け、地方
財政資金の不足を補う。
分税制度によれば、都市の土地使用税・不動産税・印紙税・土地増値税・国有土地使用
料等の税収は地方政府に所有されている。そのため、土地関連産業が好景気になればなる
ほど、その分の収入が多くなるという結果になる。こうした通常の土地譲渡による所得だ
けでなく、地方政府が土地の取得や開発計画を立てる際に、該当地域と周辺の不動産価格
が上がり、政府の税収も上がる。また、都市の開発と拡大はさらに多くの外来投資をもた
らし、それによってより多くの税金収入をもたらした。さらに、一部の不動産開発会社は
そもそも地方政府が支配しているため、地方政府はこれらの会社の直接投資と開発から
利益を得ることができる。2011 年 1 月に開催された全国国土資源工作会議で、国土資源
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部の徐紹史部長が報告したところによると、都市発展は土地への依存を増加する一方、利
益分配は不合理であり、社会の矛盾を際立たせている。一部の地域（北京、上海、武漢、
天津、成都など）の土地譲渡金はすでに現地の財政収入の 60%以上を占めている(徐绍史
2011)105。武漢市を例にとると、2007 年の武漢市の財政データにより、都市の競売土地は
3772.88 ムーで、昨年より 72.96%増加し、取引金額は 97.163 億元で、昨年より 137%増加
した。現地の地方財政収入は 129.21 億元で、土地の譲渡が財政収入の 60.9%を占めてい
る106、107。
そのため、深刻な土地汚染だけでなく、大量の工業汚染も引き起こした。都市の急速な
拡張により、投資の増加速度は著しく加速し、最終的に投資と消費の割合の不均衡に至
る。過剰投資の下で、技術参入障壁の低い工業（特に、中小企業）の規模が拡大し、環境
汚染が深刻化する。したがって、土地の税収、土地の譲渡金、企業の税金および政府の直
接の営業収益は、地方政府にとって大きな利益またはインセンティブとなる。このこと
が、地方政府による土地の過度な開発と無断開発を招いて、最終的に環境汚染の深刻化を
引き起こした。

3.3.

3.3.1.

昇進制度

昇進制度の発展過程

古来、中国の官僚の昇進は「トップ―ダウン」の官選システムであった。1949 年、新
中国ができてからも、昇進制度の改革がなされたが、
「トップ―ダウン」の原則が揺らぐ
ことはなかった。大まかには以下の二つの段階を経た。第一に、改革開放から 1998 年ま
徐绍史（2011）
「开创国土资源管理工作新局面,为保障和促进科学发展作出新贡献——在全国国土资

105

源工作会议上的讲话」
、
『国土资源通讯』
、(01)、10–19 頁。
106

武漢市統計局（2008）
『武漢統計年鑑（2008）
』
、中国統計出版社。

107

筆者は、2009 年以降に出版した『武漢統計年鑑』において土地財政に関する詳細なデータを見つけ
ることができなかったため、ここでは 2008 年に出版した『武漢統計年鑑』を参照する。
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での規範化と制度化の段階である。1998 年の『党政领导干部考核工作暂行规定(党政指導
幹部の考課作業に関する暫定規定)』は、官僚の昇進考課制度が形成されたことを示した。
第二に、2000 年から、考課の内容を指標化する段階である。2000 年の『深化干部人事制
度改革纲要(幹部の人事制度を深く改革する綱要)』には、官僚のパフォーマンスを主要な
内容とし、指標で考課する体系の制定を研究・制定することが示された。その後、官僚の
昇進制度の調整は主に考課の指標の選択に重点が置かれている。2006 年の『体现科学发
展观要求的地方党政领导班子和领导干部综合考核评价试行办法(科学発展観の要求を体
現する地方党政指導チームと指導幹部の総合的に考課・評価の試行方法)』は、必ず科学
発展観の要求に従って、経済建設、政治建設、文化建設、社会建設及び共産党建設の五つ
の面のパフォーマンスを全面的に考課することを提案した。
長期にわたる発展を経て、中国の官僚昇進制度、或いは官僚選抜制度は以下の特徴を呈
している。
第一に、「政党が幹部を管理する」という基本原則の下での委任制を貫くことである。
つまり、中国共産党は官僚の選抜と管理の面で主導的な地位にある。委任制とは、官僚の
選抜・任用において、上級が下級の人事の任免権を掌握する制度で、中央から省、市、県、
郷に至るまでの一連の管理関係を指す。地方政府は官僚を選出する前に、地方共産党委員
会の名義で中央に報告する必要があり、中央の許可を得た後、法律のプロセスに従って選
挙を組織するべきである。事態が緊急の場合、中央は代理人を直接派遣して地方政府のリ
ーダーの職務に参与することができる。このように、地方政府の官僚の選挙過程は多くの
場合、実際には上級機関の任命に対する承認の過程である。
第二に、行政首長責任制。
『憲法』及び『地方各級人民代表大会と地方各級人民政府組
織法』に基づき、中国各級人民政府は地方行政首長責任制を実施する。これは、地方の首
長（省の省長、市の市長など）が最大の行政権を持っていることを意味する。
第三に、官僚任期制度である。地方政府の官僚の任期は 5 年である。これは地方政府の
官僚が 5 年ごとに再任命されることを意味する。
第四に、官僚の昇進考課の中心は GDP である。委任制の下では、官僚の昇進の基準は、
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廉潔、勤勉、素朴などの測定できない政治的な基準と、経済成長率、財政収入などの測定
できる経済業績から構成されている。前者は採点と比較が難しいため、最終的に官僚の昇
進の基準は測定可能な GDP 指標に依存している。地方政府の評価指数が GDP に一元化
されているのは、改革開放以後に経済建設に重点を置くという理念に合致する。これは中
国の官僚の昇進考課制度の最大の特徴である。

3.3.2.

昇進制度のインセンティブの理論的分析

地方政府の官僚に対して、昇進は非常に重要である。地方の官僚は官職に就くことを選
んだ時、権力に対する主観的な欲望を明らかにしたとも言えるからである。一方で、彼ら
は自分の昇進機会を重視しなければならない客観的な要因にも直面している。
まず、Zhou(2002)の指摘によれば、中国の官僚の就職環境は“内部労働市場”である108。
つまり官僚の就職は非常に閉鎖的な環境の中で行われ、一度免職され、除名されれば、組
織の外で他の仕事を見つけるのは難しい。官僚個人としても自由に退出することができ
ず、公職の内外に巨大な落差が存在しており、非常に強い“ロック”の効果を生じさせる。
また、中国の官僚の昇進には著しい年齢制限がある。余绪鹏(2016)によると、年齢は官
僚の昇進の重要な要素であり、また、中国官僚が課長から処長へ昇進した割合は 1%に過
ぎず、処長から上へさらに昇進した割合は 1%未満である109。緊迫した年齢制限と人数の
多い競争は官僚の緊張感を高め、いったん官界に入ったら役職を守り、可能な限り昇進の
機会を得るよう努力しなければならない。
さらに、任期制度によって、地方の官僚は 5 年ごとに再任命される。そのため、官僚は
できるだけ短期間で目に見える実績をつくり、上級の考課部門の認可を得る必要がある。
以上の諸制約の下で、地方の官僚が業績を非常に重視していることを理解するのは容易
Zhou, Li-An (2002) Career concerns, incentive contracts, and contract renegotiation in the Chinese political

108

economy, Stanford University.
余绪鹏（2016）
「县级党政领导:年龄、教育背景与职业路径——基于 40 位党政一把手的简历分析」
、

109

『领导科学』
、(08)、42–44 頁。
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である。考課の内容は官僚の業績観に直接的に影響し、そして官僚の決定と努力の方向に
も影響する。長期にわたって、地方官僚の昇進考課には GDP を主とする基準を採用して
きたため、当然、地方官僚は GDP を任期内の最も重要な目標とするように導かれた。
GDP を主な指標とする昇進考課制度は、三つの面から地方官僚の経済発展政策への積
極性を顕著に刺激するものである。まず、GDP を主な指標とすることは考課の内容を単
純化し、官僚の行動の目標を明確にした。これは中央と地方が経済発展の共通認識を達成
し、一致団結して経済発展に全力を尽くすのに役立つ。次に、GDP を主要な考課指標と
し、官僚と地方政府の目標を統一させることができる。前述したように、分権制度の影響
の下で、地方政府は経済発展の巨大な権力と動機を持っている。しかし、最終的にこれら
の権力を行使するのは官僚である。GDP 考課の下、官僚と地方政府の目標は統一され、
乗数的な効果が発揮された。第三に、GDP 考課は各地の官僚間の競争を引き起こした。
1.3.2 節に述べた「昇進選手権大会」理論によると、GDP の考課によって、各地の官僚は
「上への競争」を行い、最終的に全国全体の GDP を上昇させた。

3.3.3.

昇進制度による環境保護への影響

GDP を主な指標とした昇進考課制度は、経済発展において優れた成果を上げているが、
環境保護には一連の悪影響をもたらしている。
まず、中国では、
「行政首長責任制」を実行している。また、地方環境保護部門の人事、
財務はすべて地方政府により管理されている。つまり、地方行政の首長(省長・市長) の
価値判断が、環境保護部門の地位や地方の発展方向を直接に左右する。一方、環境保護と
経済発展は実際に長期利益と短期利益のトレードオフの問題である。任期制度の下では、
理性的な経済人として、官僚は一般的に短期的な利益を選択する。そのため、官僚は環境
保護よりも GDP を重視している。
また、GDP に固有の欠陥は環境保護に不利である。GDP の算出方式によって、自然資
源の消耗や汚染処理に使う人員、設備の投入などが経済成長に計上される。例えば、工場
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からの排水が周辺住民に影響を与える場合、工場での製品生産、下水処理、ひいては住民
が汚染による住民の医療費が GDP の上昇をもたらす。一方、繰り返しの建設は GDP の
上昇をもたらし、同時に資源の浪費と環境汚染をもたらす。例えば、道路を造ることは当
地の GDP の上昇をもたらす。後任市長は別の都市計画案を採用し、従来の道路を撤去し
て再建したことがまた GDP の上昇をもたらした。このように、GDP の計算方式は環境保
護と資源節約に不利である。
そして、GDP をめぐる各地の官僚の競争は環境汚染などの問題を悪化させている。GDP
を核心とする昇進考課制度のもとで、地方官僚は GDP 競争に陥る。こうした競争のイン
センティブの下で、官僚が GDP の計算方法の欠陥を利用して GDP を高めることは避け
られない。上述した「昇進選手権大会」が経済発展に及ぼした乗数の効果と同じく、GDP
競争も環境汚染の状況をさらに悪化させている。
さらに、GDP を核心とする昇進考課制度により、官僚が環境保護の職責を無視するよ
うになった。プリンシパル―エージェント理論110によれば、単一タスクの下では昇進はエ
ージェントに有効なインセンティブを与えることができるが、マルチタスクの場合には
インセンティブの歪みが生じる可能性がある。すなわち、複数のタスクが存在する場合、
それぞれのタスクの達成状況について明確で計量可能な尺度があるわけではないため、
理性的なエージェントとしては、プリンシパルに観察しやすいタスクに集中する傾向が
あり、他のタスクへの努力を減少または完全に放棄してしまう可能性がある。また、上級
機関が考課する際にも、測定の基準を明確にすることができないため、観察できるタスク
に注目しやすい。このため、プリンシパルに観察されにくいタスクは効果的に行われない
ことがよくある。地方の官僚、特に市長、省長などの発展計画の決定者にとって、彼らは
上級機関が与えた経済、教育、環境、治安など多くの方面の任務に直面している。このよ
うな多くのタスクの中で、それぞれに明確で測定可能な基準があるわけではない。そもそ

柳瑞禹・秦华（2015）
「基于公平偏好和长期绩效的委托代理问题研究」
、
『系统工程理论与实践』
、

110

35(10)、2708-2720 頁。
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も官僚に対しては経済発展を中心とした昇進試験を行う。そこで、官僚は GDP 成長にほ
とんどの努力を注ぎ込んだ。反対に、環境保護はさらに重視されないことになる。
2006 年以降、
環境など経済以外の指標を昇進考課に加えたにもかかわらず、
官僚が GDP
成長を最優先課題としたことは変えられなかった。その理由として、第一は、中央政府の
環境への取り組みの不足のためである。中央会議、全国人民代表大会、五年計画、いずれ
にしても言うまでもなく経済発展は最も重要な課題であり、これは経済が発展理念にお
いて揺るぎない重要な地位を占めることを示している。環境保護と経済発展の両立を打
ち出した 「五位一体」 などの発展方針があるが、その関連文書を見ると、経済発展につ
いての計画が主要な位置を占めているは明らかである。第二は、環境に関する明確で測定
可能な指標が不足しているためである。環境は、大気、水、土地などの多方面にわたる要
素から構成され、それぞれの環境要素はまた多種の汚染物質の影響を受ける。そのため、
単一の指標でその地域の全体的な環境品質を説明することは困難である。単一の汚染物
質についても異なる測定方法や指標がある。例えば、SO2 は、汚染排出の視点から、その
排出濃度あるいは排出総量を測定することができ、また、住民の視点から、地域の SO2 濃
度を測定することができる。さらに、自然資源の賦存性も地域によって異なり、例えば、
海浜都市には海洋汚染があるが、内陸都市にはこのような指標がない。以上のような理由
により、環境指標は昇進考課の主要指標になることは困難である。第三は、経済指標と環
境指標を統合して比較することが難しいためである。二つの環境要素の統合により、環境
と経済の統合は更に困難である。そのため、昇進考課では両者の占める割合を調整して、
経済と環境に対する官僚の重視さのバランスを図る必要がある。一方、現在の昇進制度で
は、マルチタスクのバランスがとれていない場合、官僚はそのうちの一つに極端に偏るこ
とになる。これは経済と環境のバランスのとれた発展をするのが難しいということにつ
ながる。したがって、単純に昇進審査に環境指標を導入するだけで、現在の環境保護の苦
境を変えられるわけではないと考えられる。
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3.4.

監督問責制度

一般的に、完全なインセンティブメカニズムは必ず正のインセンティブと負のインセ
ンティブ（Negative-incentive）を統一し、二者が互いに協力してこそ効果的に機能し、制
度の目的を実現できる。負のインセンティブがなければ、官僚の積極性が減退し、逆効果
になる可能性もある(武开・张慧颖 2016)111。中国では、監督責任制度は内部の監督と外部
の監督の二種類に分けることができる。

3.4.1.

内部の監督

内部監督とは、政府内に設立された独立の行政機関が政府とその職員を監督すること
であり、行政監督と会計監督を含む。まず、行政監督は具体的に以下の権力と職責を含む。
国家行政機関が法律または人民政府の命令を執行する上での問題を監察する。国家行政
機関、国家公務員、その他政府職員に対する行政綱紀の違反行為に対する投書を受理す
る。処分を受けた国家公務員やその他の政府職員の申し立てを受理する。また、会計監督
とは各級政府の財政収支と経済活動に対する監督を指している。まず、財務の合理性を監
督し、主に会計帳簿を監査し、財務管理が法律規定に従っているかどうかを明らかにする
ことである。これは主に政府の官僚の汚職と腐敗の問題に役に立つ。次は実績監査で、主
に政府の仕事の経済性、効率性と効果を評価する。最後に、幹部の経済成果の監査であり、
主に幹部の所在部門の財政収支を基礎とし、幹部の任期内の経済発展に対する貢献を評
価し、昇進に根拠を提供する。

111

武开・张慧颖(2016)「委托代理关系下监督强度与激励机制设计」
、
『系统工程』
、(07)、68-72 頁。

- 79 -

3.4.2.

外部の監督

外部の監督は共産党の監督、人民代表大会の監督、司法の監督、社会団体の監督、人民
大衆の監督、社会世論の監督などによって構成されている。
第一は、共産党の監督である。中国では多党協力制度を実施しているにもかかわらず、
共産党の指導を堅持することが憲法により定められた四つの基本原則の一つである。中
国共産党が政府を監督する方法は主に以下の三つの面を通じて行われる。まず、発展路
線、方針、政策を制定することによって、各級政府を指導し、諸業務が定められた道に沿
って発展することを保証することである。中国共産党は各級の党委員会組織を通じて全
局を掌握し、各方面を協調させ、また、政策を実行した状況を把握し、問題を発見して改
善の意見を提出する。これによって、方針、政策の実行の効果を保証する。また、各級党
委員会組織を通じて各級政府および各部門の方針、政策の実施過程に対して監督を行う。
最後に、各級綱紀検査委員会を通じて、指導幹部の綱紀違反行為を審査し、処理すること
である。
第二·は、人民代表大会の監督である。中国では、国家のすべての権力は人民に属し、
人民が国家権力を行使する機関は全国人民代表大会と地方の各級人民代表大会である。
そのため、各級人民政府は、人民代表大会の監督を受ける必要がある。人民代表大会が政
府を監督する方法には主に、政府の仕事の報告を審議すること、国民経済計画と財政予算
を審査すること、政府の決定と命令を審査すること、批判と意見を出すこと、官僚を罷免
することがある。
第三は、司法監督である。司法監督とは、国家司法機関が法律手段とプロセスを通じて
国家行政機関及び職員の行為を監督することを指している。司法裁判所は、国の裁判機関
として、主に裁判権を行使して、政府と職員に関する行政訴訟事件を審理し、彼らの犯罪
行為を処罰することで、政府の行為に対する監督を行うことができる。
第四は、社会団体の監督である。中国では、社会団体とは労働者組合、中国共産党青年
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団、婦人連合会などの人民団体、および住民委員会などの公衆自治組織が法律に基づいて
政府および職員を監督することである。監督の方法は主に、議案を提出し、政府や官僚の
違法行為を通報し、政府の調査活動に参加する方法がある。
第五は、人民大衆の監督である。中華人民共和国公民はすべての国家機関と国家職員に
対する批評と提案の権力を有し、国家職員の違法行為を訴訟する権力を有する。主な監督
方法は、投書陳情、行政訴訟などがある。
第六は、社会世論の監督である。新聞、ラジオ、テレビ、インターネットなどのニュー
スメディアによって形成される世論は情報量が多く、伝播速度が速く、範囲が広く、社会
的インパクトが大きいなどの特徴がある。言論が自由な背景の下ですでに中国の行政監
督の重要な方法になっている。

3.4.3.

監督問責制度による環境保護への影響

内部監督の中で、監督問責を行う権力は政府自身にある。しかし、地方政府と各部門の
間は従属関係にあり、地方政府の上下間にも直接の利益関係があるため、
「官僚同士が互
いにかばいあう」状況を招きやすく、内部監督が本来の効果を発揮しにくい。例えば、中
国の行政体制の下では、市級政府に対する監督は主に省級政府が行うが、市級政府の財政
収入の一部は省級政府に上納すべきであるため、自身の財政収入のために、省級政府は常
に市級政府の違法行為に見て見ぬふりをする(周雪光 2009)112。また前述したように、環境
部門は経済プロジェクトに対する環境管理を監督する権利があるが、環境部門の行政レ
ベルは地方行政に比べて低いと言わざるを得ず、その人事権、財政権はすべて地方政府が
掌握しており、両者の間の利益の絡みにより環境保護部門の官僚は地方政府幹部の決定
に異議を唱えることもできなくなる。
外部監督も、十分な効果を上げることは困難である。その理由として、第一は、人民代

112

周雪光（2009）
「基层政府间“共谋现象”观察」
、
『决策』
、(05)、30–32 頁。
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表大会の監督が無力である。中国の独特な政治体制の下で、地方政府は人民大衆に対して
責任を負うよりも、上級政府に対して責任を負うことが多い。そのため、人民代表大会の
提案は地方政府の重視を得にくくなる。第二は、公衆が監督に参加する方法が限られてい
る。情報公開の程度が高くない状況では、公衆は環境の実情を知ることが難しく、スモッ
グなどの観察可能な現象だけで環境の質を判断することができる。SO2、重金属汚染など
の観察しにくい環境汚染問題に対して、公衆は関連情報が不足している。公衆は環境汚染
に関する情報を知っていても、投書陳情部門が受理しなかったり、措置を取らなかったり
することがよくある。第三に、事前の監督制度が不足している。上述した地方政府に対す
る監督方法は、最終結果を観測することにより行うものであり、事前の予防措置が不十分
な場合が多い。環境汚染問題は通常、潜伏時間が長く、影響範囲が広く、汚染の結果が極
めて深刻であるなどの特徴があり、もし汚染が発生した後に問責すれば、もたらした結果
は数人の幹部の責任を追究すれば救済できるものではない。例えば表 2-1 で取り上げた
陝西の鉛汚染事件、江蘇の工業汚染事件、太湖汚染事件などの重大な環境汚染事件は深刻
かつ長期的な影響をもたらしている。第四に、環境汚染は潜伏期間が長いという特徴があ
るため、汚染が爆発した後は責任を追及することが難しい。短い任期制の下で、汚染がど
の幹部の決定によってもたらされたのかを確認することが難しいため、指導者は決定の
際に僥倖の心理を抱いてしまい、環境汚染への配慮を軽視しがちである。

小括

本章の分析を通じて、地方政府と官僚が環境保護において直面するインセンティブメ
カニズム及びこれらのインセンティブが彼らに対する影響が明らかになる。
まず、地方政府に対する行政分権と財政分権、地方官僚に対する昇進考察制度はいずれ
も彼らが経済利益の最大化を追求することを促進する機能を果たした。行政分権によっ
て、地方政府に自主的な決定権と裁量権を獲得させる。地方政府は、裁量権を利用して地
方の経済を順調に発展することができる。財政分権を通じて、地方政府は市場における経
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済主体の地位を獲得させ、自身の利益最大化に対して明確な期待と安定の実現方法を有
する。GDP を中心とした官僚昇進考課制度は、地方の官僚が政治昇進を求めるために経
済を発展させる動機を大いに刺激した。この三者の相互作用を通じて、経済発展に乗数効
果を発揮し、中国の経済を迅速に発展させた。
しかし、この 3 つの方面のインセンティブはいずれも環境保護に不利な要素がある。
行政分権を見ると、地方政府に配分された権限が環境保護の問題を軽視する傾向をもた
らしている。経済管理権を与えることによって、地方政府は膨大な利益を獲得する可能性
を得た。地方政府は、インフラ、工業、商業、不動産などのプロジェクトの認可権を独占
する一方で、管轄区域の土地、水、鉱産などの自然資源の所有権を持ち、国有企業の所有
者でもある。これは地方政府が原材料供給者であり、取引の決定者でもあり、取引の受益
者でもある。一方、企業属性は自治体を近視眼的にしており、短期的には経済的利益に相
反する環境保護の職責は、当然ながら地方政府に無視されている。
財政分権の観点から見ると、財政権と責任の非対称性は地方政府に巨大な財政圧力を
もたらしている。特に末端の地方政府は、財源が限られており、また政策の最終実行者で
もあるため、地方政府が財政支出を分配する時、緊急な任務を優先しなければならず、環
境保護は放置されている。また、地方政府の税収は付加価値税と所得税を主な税目として
おり、最も主要な汚染源である重工業が政府の支援を受けることになる。これにより資源
が浪費され、環境汚染問題が悪化する。さらに、土地財政も環境問題をさらに悪化させて
いる。
GDP を主な考課指標とする官僚の昇進考課制度から見ると、GDP の計算方式は本来、
環境保護に不利である。GDP を評価指標とすることはまた官僚が経済発展にもっと多く
の努力を投入することを導き、したがって環境保護を軽視した。さらに、昇進選手権大会
では、繰り返しの建設、資源の浪費、環境汚染問題をさらに激化させた。
一方で、監督責任制度は官僚の行為に対して十分な拘束作用を果たすことができない。
まず、政府内部の監督が不十分である。また、外部から環境に関する情報を得ることが困
難であり、このような情報の非対称性により、外部からの監督権を行使しにくいことにな
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る。それに、事前の監督も欠けており、多くの場合、環境問題は発見された時にすでに大
きな事故が起こされた。
これらの制度的欠陥のため、環境保護は十分に重視されず、汚染問題も悪化し続けてい
る。
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第4章 環境行財政制度を改革するアプローチ

課題

中国では、地方政府やその官僚に対するインセンティブが経済発展に有効に機能して
いるにもかかわらず、その中には環境保護に不利な要素も多く存在していることが否定
できない。これらのインセンティブメカニズムの設計上の欠陥のため、地方政府は地方の
利益のために経済管理権限を濫用し、官僚は自らの利益のために一方的に経済成長速度
を追求し、環境保護を放置することになる。環境公共財の提供者であるはずの地方政府
が、自らの利益のために環境汚染の引き起こす者となったことが「インセンティブの失
敗」である。そのため、地方政府や官僚の行為を変える制度から着手する必要があると考
えられる。
しかし、制度の改革は決して容易ではない。筆者はこの課題に対して、分権制度を改善
した上で、官僚の昇進考課制度を改革するべきであると考える。このような考え方を採用
する理由の一つ目は、これらの制度は欠陥があるにもかかわらず、経済発展に大きな役割
りを果たしてきたことは否定できないからである。理由の二つ目は、中国の長い歴史の中
では、中央集権制度が大部分の割合を占めていることである。しかし、歴史的事実はまた、
中央集権制度が階級対立をもたらし、社会不安定の主要な原因の一つであることを示し
ている。この点についても考慮が必要である。理由の三つ目は、制度に欠陥があるのは必
然的であるが、インセンティブが失敗しているからこそ、官僚は歪んだ業績観を生み、そ
れを利用して私利を得ようとする。これらの欠陥は、適切なインセンティブを与えれば、
むしろ活用できる点になるはずである。理由の四つ目は、これらのインセンティブが失敗
する原因の一つは、インセンティブの両立が不足しているためと考えられるからである。
いずれの制度も環境に有利に調整すると、過度な環境保護を招き、社会的損失を招く恐れ
がある。そのため、環境と経済を両立させる制度設計が必要である。
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そこで、本章では、分権制度の改善のあり方を分析し、グリーン GDP という指標を導
入した官僚の昇進考課制度の改革アプローチを検討する。

4.1.

分権制度

4.1.1.

各級政府間の行政権と財政権を合理的に分配する

公共財を社会に提供することが政府の基本的な責務であり、先行する多くの研究によ
ると、分権制度は政府の基本的な責務をより効率的に発揮するためのものである。分権制
度の合理性と優位性は、各地方により地域の人々の公共財に対する好みの程度が異なる
ことに起因する。分権制度の下で、地方政府は中央政府の業務を分担する一方、地域住民
の好みによって相応の公共財を提供できるため、資源の最適配置と合理的使用に有利で
ある。
国家の分権制度の重点は主に地方政府がその職責に相応する権力を授与されているこ
とにある。本文の分析結果によると、行政分権において、地方政府は明らかに過大な経済
裁量権を有しているため、地方政府は権力で私利を図る可能性と動機がある。このほか、
地方政府内の各部門の環境保護における責任は具体性に乏しく、不明確であり、環境保護
の効果的な遂行を困難にしている。そのため、法律や規定により、地方政府や各部門の環
境保護に関する責務や権限をより詳細にする必要がある。
なお、財政分権においては、地方政府の財政支出に関する責務は、与えられた財政収入
の権限と一致することも必要である。地方政府が担うべき経済発展、環境保護、治安など
の多方面の責務から言えば、その財政支出の負担は間違いなく巨大である。一方、分税制
のため、地方政府の財政収入は減り続け、赤字になる苦境に陥った。これは地方政府が財
政収入の拡大に偏向することをもたらし、地方政府の環境保護の職責にネガティブな影
響を与えた。
まず、財源の面から見ると、中国の税制は中央が一括して決定するものであり、地方政
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府には課税自主権がなく、地方税の種類や税率を決めることができない。中央が制定した
税制の中でも付加価値税と企業所得税が主要な位置を占めているため、地方政府が財政
収入を増やすためには、企業の立地及びそこからの税収を拡大させることを優先しなけ
ればならない。このため、地方政府は企業誘致を何よりも優先する。
また、財政支出の面から見れば、
「行政下請制度」のもとでは、実際には、上級政府よ
りも末端政府の方がより重い責務を担っている。一方、財政力は下級政府より上級政府の
ほうがより多い。このような矛盾は、地方政府が財政収入を最も重要な位置に置くように
促した。
最後に、地方政府の財政収入の増加、地方経済の成長は地方政府官僚の自身の利益と一
致しているため、財政予算と支出の面で、経済発展政策に対する投入はさらに拡大する。
そして、良好な自然環境等の公共財を提供する責任はさらに軽視されことになる。
つまり、以上の理由から、各級政府間の行政権と財政権を合理的に分配し、その権力と
責任を一致させることは、地方政府が効果的に環境保護責任を履行するための制度的前
提となる。

4.1.2.

環境保護移転支払制度を改善する

また、地方政府が提供する環境公共財の受益範囲は一般的に地域を超える。そのため、
他の地域は費用を負担せずに利益を得ることになり、環境公共財のスピルオーバーの問
題が生じる。一般的に、地方政府は所在する地域の住民の利益のみを考える。一方で、環
境公共財やサービスの便益が、給付を行なった地方政府の行政区域を超えて拡散し、費用
負担をしていない周辺の公共体もその便益を享受する。つまり、地方政府が余分な費用を
負担している。その結果、地方政府にはインセンティブが十分になく、環境公共財の供給
不足を招いている。このため、中央政府が地方政府の余分な費用を移転支払いで補償すれ
ば、地方政府にインセンティブを与えることができるようになる。しかし、現在の環境保
護移転支払制度には次に述べるような欠陥がある。
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現在、中国が実施している移転支払制度は、1999 年財政部が制定した「過渡期財政移
転支払方法」であり、その基本原則は、
「地方の既得利益を調整せず、中央財政が収入増
加額から一部の資金を取り出して過渡期財政移転支払に使用し、地区間の利益配分の構
造を徐々に調整する」ことである。移転支払は主に税金還付と特別補助の二つの方法によ
って行われる。環境税は、税率が低いため、すべての税の中で非常に小さな部分だけを占
めている。周欢(2019)の指摘によれば、現在の環境税は環境保護のコストよりはるかに低
いことが明らかである113。したがって、税金還付という方法では、地方政府は環境保護に
関する資金を十分に得られない。特別補助という方法では、環境保護に関する資金がさら
に得られなくなる。それは中国の『予算法』や政府が公表する予算には環境保護の予算に
関する規定がないためである。農業、水利などの部門を通じて環境関連予算を獲得するほ
かない。そのため、環境保護への財政投入をさらに保証できなくなる。このほか、現行の
移転支払額は地方の既得利益に基づいているため、各地で返還額が大きく異なり、豊かな
地域ほど返還額が多くなる。しかし、中国の各地域の経済発展の現状を見ると、豊かな地
域は金融、科学技術などの環境汚染の少ない産業を中心とした構造であるのに対し、貧し
い地域は原材料の採取、重工業などの汚染密集型産業を中心とした構造である。これは環
境保護資金の需要と供給の極端な不均衡を招く。
つまり、地方政府の環境保護のための財源が不足しているという問題は、特別な環境保
護移転支払制度を設け、地方政府の環境保護に関する財源を増加させることによって解
決できると考えられる。

4.1.3.

土地財政を規範化する

地方政府の責務と財源の非対称性に関連する問題の一つは、地方政府が他のルートか
ら財政を拡充せざるを得ないことである。分税制度によると、地方政府の土地収入はすべ

113

周欢（2019）
「基于边际成本的地方环境保护税税率制定研究」
、
『中国环境管理』
、11(01)、84–89 頁。
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て地方政府に属するため、土地財政は地方政府の最も重要な財政を拡充する手段となっ
ている。土地財政と関連した土地浪費の問題、工業汚染の問題も深刻になっている。した
がって、このような地方政府が土地に依存して財政収入を得るような状況を変える必要
がある。
分税制度の調整と移転支払制度などの方法を通じて地方政府の財政が十分であること
を保証することを前提に、土地財政を規範化し、国有土地譲渡金、土地付加価値税、土地
使用料などの土地財政の収入を中央財政予算に組み入れ、中央政府が統一的に分配して
こそ、地方政府が土地を過度に開発することによって財政収入を獲得しないことを根本
的に保証できる。土地財政による環境問題も緩和される。

4.2.

昇進考課制度の指標選択

政府の核心は官僚にあり、官僚に適切なインセンティブを与えて、発展理念が中央の目
標と一致してこそ、中央の発展理念が貫徹され、政策がよく実行されるようになる。昇進
制度は地方官僚にインセンティブを与える最も重要な制度である。その理由は、第一に、
中国の公務員の収入とポストが密接に関連しているからである。官僚は年功や業績でも
ある程度の昇給を得ることができるが、昇進による昇給にははるかに及ばない。昇進によ
る人脈、社会資源などの正式な給与以外のボーナスはなおさらである。第二に、昇進には
社会的地位の向上、権力を手にした達成感、能力が認められたプライド感など、心理的な
満足感も伴う。第三に、公務員の報酬が会社員に比べて相対的に低い状況では、公務員が
一般社会人より政治的野心が強いように見える。昇進した後、官僚は自分の政治的野心を
よりよく実現することができる。
また、昇進は中国の政府官僚にとって無視できない重要性がある。すなわち、中国の政
府官僚は比較的に閉鎖的な内部労働市場に位置している。官僚自身が勝手に退職できず、
罷免や除名されても良い仕事を見つけるのは難しい。つまり、官僚にとって、より多くの
利益を得る唯一の方法は昇進である。
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このように、昇進は役人にとって非常に重要なインセンティブを持っている。昇進制度
を合理的に利用することは、役人の行為を中央の発展理念に合致させることができる。中
国の官選制度の下では、中央または上級政府は下級政府の官僚の昇進を決定する、つまり
集約的な人事権を持っている。このような状況下で、中央政府は自身の発展理念に基づい
て相応の昇進考課の指標を制定するだけで、地方の官僚を所与の方向に努力させること
ができる。
したがって、現在の昇進考課制度の中で最も大きな問題は、指標の不合理である。GDP
を核心とする昇進考課制度では、地方官僚が一方的に GDP を追い求め、環境保護の責務
を怠り、ひいては環境に不利になるような短期的利益のみを考慮に入れた経済上の行為
を行う。つまり、昇進考課制度の指標の不合理という「インセンティブの失敗」が、環境
保護の面で深刻な「政府の失敗」を招いている。
地方政府が GDP だけを追い求め、環境保護には消極的な姿勢を正すためには、現在の
昇進考課制度に環境指標を加える必要がある。しかし、3.3 節で分析したように、環境と
経済を両立させる昇進考課制度を設けるのは難しいことである。その理由は、経済と環境
のバランスのとれた発展の関係を適切な指標で説明するのが難しいからである。
この問題に対して、钟茂初(2017)の主張によると、経済と環境のバランスの取れた発展
を実現するには、完全に独立した、かつ経済の主管部門の権力に相当する環境保護部門を
設け、経済の主管部門と相互抑制均衡の局面を形成し、その後、経済の主管部門に経済を
主とし、環境保護部門に環境を主とする昇進考課を実施しなければならない114。しかし、
これは必然的に経済と環境の行政部門間の激しい衝突をもたらし、行政資源の損耗を招
く。そのため、筆者は環境と経済の間の抑制均衡を形成することは解決方法の一つである
が、環境と経済部門の間の抑制均衡ではなく、インセンティブメカニズムの上の抑制均衡
を作るべきだと考えている。つまり、昇進考課制度のインセンティブで分権制度がもたら

钟茂初（2017）
「经济增长——环境规制从“权衡”转向“制衡”的制度机理」
、
『中国地质大学学报

114

(社会科学版)』
、17(03)、64–73 頁。
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す過度な経済的インセンティブをバランスさせることである。
以上の分析に基づき、グリーン GDP を官僚の昇進考課の指標として導入した後、経済
と環境指標を統一する難題を解決することができ、また官僚に適切な環境インセンティ
ブを与えることができる。

4.2.1.

グリーン GDP の概念定義

大衆、マスコミのいわゆる「グリーン GDP」は簡略化した呼称にすぎず、厳密には「グ
リーン国民経済計算」
、あるいは国際的には「総合的環境経済計算」と呼ばれるべきであ
る。実際、グリーン GDP はまだ明確に定義されていない。筆者は、広義のグリーン GDP
はグリーン成長の理念に基づき、各国、各地域の自身の状況の違いによって社会、環境、
経済などの多方面の要素の中から重点的に関心を持つ対象を選び、GDP の計算項目を調
整して計算した国家の実際の経済福祉レベルを定量的に評価できる総合性指標であると
考えている。それは、環境的側面と経済的側面の両方を含むが、それらに限定されない。
この概念から、ISEW（Index of Sustainable Economic Welfare、持続可能な経済福祉指標）、
GPI（Genuine Progress Indicator、真の進歩指標）及び GS（Genuine Saving、真の貯蓄）な
どの指標はすべて広義のグリーン GDP の一種でありとして、それらによる環境と経済状
況の測定と、更にその他の社会福祉要素を考察する。一方、中国のグリーン国民経済計算
が指すグリーン GDP は狭義である。それは現行の国民経済計算体系に基づき、GDP 成長
に伴う資源消費と環境コストおよび資源・環境の改善による収益を総合的に考慮した後、
調整して得られたより純粋な国民総生産である。
具体的には、これまで中国ではグリーン GDP の発展は二段階を経てきた。第一段階と
して、国家環境保護総局と国家統計局が 2004 年 3 月に共同で『中国グリーン国民経済計
算に関する研究』プロジェクトをスタートさせた(グリーン GDP1.0)。第二段階は、環境
保護省が 2015 年 3 月 30 日に発表したグリーン GDP 関連の研究作業の再開と同時に、グ
リーン GDP2.0 計算体系を構築したことである。グリーン GDP2.0 の研究は主に以下の五
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つの側面を含む115。1 つ目は環境コスト計算、即ち「環境退化コスト」と環境改善効果の
計算である。2 つ目は環境負荷の算定であり、すなわち環境品質目標を検討することによ
り、排出が許容される各種汚染物の総量を得ることである。3 つ目は、生態系の総生産計
算、すなわち各生態系が提供する生態系サービス製品の価値を計算することである。4 つ
目は、研究データを用いて環境補償政策等の政策を指導することである。5 つ目は、グリ
ーン GDP2.0 計算によるビッグデータプラットフォームの構築である。これには、検出さ
れたデータやエコシステム環境容量のデータなどが含まれる。

4.2.2.

グリーン GDP の現実的意義

持続可能な発展の理論は、人類の持続可能な発展システムにおいて、経済成長は基礎で
あり、生態調和は条件であり、社会的公平は目標であることを指摘している (李龙熙
2005)116。したがって、発展の段階によって、社会発展の重点は異なり、それに対応する
発展理念と目標も異なる。各段階の発展理念は経済規模追求型、グリーン経済追求型及び
持続可能な経済追求型に大別できる。国はこれらの理念に基づいて適切な会計システム
を構築する必要がある。その計算の結果は、大衆が各段階の発展理念に適する発展意識の
構築、国家が発展の中で存在する問題の認識、政府が具体的な発展目標の設定・有効な政
策の策定、最後に整合的な発展パターンを形成することに役立つ(図 4-1)。

新华访谈、
「中国重启绿色 GDP2.0：怎么算？如何用？」
、

115

（http://www.xinhuanet.com/talking/20150413a/）

最終閲覧日：2021 年 4 月 8 日。

李龙熙（2005）
「对可持续发展理论的诠释与解析」
、
『行政与法(吉林省行政学院学报)』
、(01)、3–7

116

頁。
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図 4-1 発展理念・計算体系・発展パターンの関係

発展理念

計算体系

経済規模追求
型（量）

GDP

計算意義

発展問題の認
識

狭義グリーン
GDP
グリーン経済
追求型（质）

持続可能な経
済追求型

発展意識の構
築

広義グリーン
GDP

発展目標の設
定

グリーン
GDP+幸福程

発展政策の策
定

度

発展パタ
ーン
経済発展

環境・経済発
展

環境・経済・
社会等多要素
発展

持続可能な発
展

出典 ：筆者作成

これは、グリーン GDP 計算体系を構築することが、経済の質的追求型の発展に向けた
第一歩に過ぎないことを示している。それは経済と環境という 2 つの要素だけで構成さ
れていて、持続可能性という究極の目標を達成するまでには、まだ長い道のりがある。し
かし、それは中国の特殊な国情に正確に符合し、目下の社会需要を満たしている。
現在、中国はまだ社会主義の初期段階にあり、貧富の格差が大きいと指摘されている
117。物質的な豊かさは、依然として多くの国民に求められており、経済発展は当面の最優

先目標である。このような状況下で、大衆、政府は相変わらず経済発展を主導とする思考
様式にある。このような思想を速やかに転換し、新しい価値評価システムを受け入れるこ
とを要求できない。他方で、理論上ではより有効な定量的に経済発展を評価する計算基準
も欠けている。したがって、GDP には多くの欠点があるが、経済発展の指導に大きな役

中国共産党第十八回全国代表大会（2012 年 11 月）の報告によると、
「中国は今もなお、社会主義の

117

初級段階にあり、そして長期的に社会主義の初級段階にある」という。
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割を果たしていることは否定できない。GDP を核心とする従来の国民経済計算体系を完
全に放棄することは、当面の社会発展の切実な需要を満たすことができないだけでなく、
実行可能性もない。
従来の GDP に基づいた拡張を選択することは現時点では必然である。
また、中国の社会における主要な矛盾は、国民の日々増加する生活のニーズと不均衡な
発展との間の矛盾に転化していることにも注意しなければならない。数多くある社会矛
盾の中で、経済発展と環境保護の矛盾は特に顕著であり、主に経済発展の質が高くなく、
環境代価が大きすぎることを示している。中国環境経済計算の研究報告の結果によると、
2004−2008 年の環境悪化コストのみで GDP に占める割合は 3%程度であった118。しかも、
統計データの欠失と汚染損失評価が困難なため、生態破壊被害、地下水汚染被害、土壌汚
染被害は除外された。このように、経済と環境のバランスがとれていて、かつ持続可能な
発展は中国が早急に解決しなければならない問題である。
中国の特色ある社会主義市場経済体制の中では、自然資源が大局的で、マクロ的な特徴
を持つため、市場は自然資源の配置問題をマクロ的に解決することができない。また、自
然資源の非排他性、非競争性などの性質のため、その財産権が明確ではなく、価値が測定
しにくい問題が存在する。それによって市場は自然資源の開発利用と管理上の失敗に至
る。さらに、持続可能な発展は経済、生態、社会が長期的で持続可能であることを要求す
る。それに対して、市場は、短期的な利益を最大化しようとする弊害を伴う、近視眼的な
性格を持っている。このことは、持続可能な開発の理念に反して、自然資源の過剰な消費
につながる。市場は自然資源の配置に対して上述のような不足があるため、中央政府は資
源節約と環境保護を国民経済と社会発展計画に組み入れ、また関連分野の任務と指標を
確立してその消費を制限し、計画によって市場の自然資源配置上の欠陥を補うことを目
指している。この場合、行政・財政システムは、単に計画を実行する手段として機能して
いるに過ぎない。いったん計画にズレが生じれば、行政や財政的な方法では改善が難し

118

王金南（2013）
『中国环境经济核算报告 2005-2006』
、中国环境出版社。
於方等（2012）
、
『中国环境经济核算报告 2007-2008』
、中国环境出版社。
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く、環境破壊は一気に拡大する。
以下に述べるように特殊な事情がある中国では、計画の初期段階から環境問題に対す
る十分な認識が必要である。かつて政府は主に環境汚染の度合いや資源の消費量を、汚染
物質の排出量や資源使用量などの環境指標に基づいて判断してきた。しかしながら、この
ような指標は経済との関連性に欠けており、すなわち、経済発展のための環境的代償を直
観的に表すことができず、環境経済のバランスのとれた発展を統一的に計画する機能も
持っていない。グリーン GDP は従来の国民経済計算体系の計算項目を拡張することによ
り、貨幣の価値尺度機能を用いて経済発展過程の環境コストを定量的に評価することを
実現し、環境と経済を緊密に関連させる。こうした取り組みは、国が環境問題を十分に把
握する上で極めて重要である。
こうした社会主義制度の下では、自然資源は国または集団の所有であり、売買や賃貸が
できない、つまり商品としての特性を備えていない。そのため、
「自然資源の利用は無償
である」という誤った認識が生まれている。その一方で、マルクス労働価値論の誤った解
釈によって、自然資源は価値のないものと考えられている。この誤解に対して反論した学
者もいれば、供給論、効用価値論などの理論に基づいて自然資源の価値を解釈した学者も
いる。それでも、長きに渡って形成されてきた自然資源の「無価値」という根深い考え方
を変えることはできない。
グリーン GDP システムは環境価値を貨幣化することによって、
実践応用の面から自然資源と生態環境の無価値の観念を打ち破り、政府と民衆の環境意
識の向上に役立つ。
つまり、グリーン GDP は中国の持続可能な発展に重要な意義を持っている。

4.2.3.

グリーン GDP についての思考

根本的に言えば、グリーン GDP は GDP の計算項目を拡張する方式を通じて、GDP が
存在している一部の欠陥を補うことができるにもかかわらず、それ自身の制限と欠陥が
ある。
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まず、環境価値を貨幣化すること自体が欠陥である。金銭的な観点から環境の価値を測
定することで、経済発展のための環境的代償を直感的に理解できる一方で、この定量化手
法は「人類は生態系の頂点に立っている」という考え方に基づいている。それは、人間自
身の利益から、環境変化が人間社会に与える影響によって環境の価値を判断することで
ある。このような定量的な方法で測定された環境的費用は狭い。これに基づいて構築され
たグリーン GDP には、次のような欠点がある。
① 自然環境は人類のために役立つだけでなく、すべての生物体の生活の基礎でも
ある。人類の発展の道具や資源としての価値だけでなく、内在的な固有の価値を
持っている。しかし、グリーン GDP は環境の利用価値のみを評価しており、自
然物の持つ本質的価値を評価していない。これは自然を尊重し、人と自然は対等
につき合い、調和共生する理念の樹立と貫徹に不利である。
② 全体としての生態系は、それぞれの要素が相互に依存し合い、いずれかの要素の
破壊が全体のバランスを壊す。グリーン GDP は、人類の生産や生活と関連のあ
る自然資源や生態環境の部分だけを考慮することができ、それを無視している。
したがって、環境に関する代償は包括的ではなく、そのようなグリーン GDP を
追求する一方で、利用可能な自然資源を保護しながら、利用不可能な自然資源に
多大な損害をもたらすことになる。
③ 生態系中の各種の生物と環境要素は多様性と唯一性を持ち、互いに取って代わ
ることができない。しかし、環境代価を収益化することは、環境使用価値の観点
から自然物の間に代替性があることを黙認することである。このことは、グリー
ン GDP の最大化を追求するため、ある「安い」自然資源の膨大的な消耗、ひい
ては枯渇を招いてしまい、生態系の安定性を損なうことにつながる。
④ 貨幣を用いて環境の価値を説明する時も、経済発展が資源枯渇及び環境汚染に
よる損失を補うことができることを相反的に肯定した。しかし、たとえ経済発展
に伴う技術の進歩が一部の資源枯渇の穴を埋め、環境汚染による損失をある程
度緩和できるとしても、それは逆に経済至上主義を助長している。
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次は、グリーン GDP を活用することで生じる可能性のある問題を考えてみる。グリー
ン GDP の算出方式は簡単に以下の式で表すことができる。
グリーン GDP＝GDP―環境退化コスト＋環境改善収益
その中で、環境退化コストは環境汚染がもたらす各種損害、例えば農産品の産量、人体
への影響、生態サービス機能などの損害に対する経済損失評価の結果であり、汚染物の排
出量に基づいて計算する。ここでは環境が劣化した場合のみを考える。
第一は、GDP を算出する際に、環境汚染の影響を相殺するために発生する医療、クリ
ーン製品の消費などの直接的な収益だけでなく、医療、クリーン製品の製造や病院、関連
工場の建設などの間接的な収益も計上することである。つまり、環境悪化は経済に二重の
利益をもたらす。しかし、グリーン GDP を算出する際に、汚染物質排出による間接的な
経済効果を差し引くことはない。単位汚染物の間接経済効果が浄化コストより大きい時
に、汚染物質を直接排出することは、無害化費用を削減する上で、グリーン GDP を増加
させる。このように、グリーン GDP の計算項目の抜け穴が、経済主体による環境コスト
の外部化を導く可能性がある。
第二に、一般的に、GDP の増加は環境コストの上昇を伴う傾向にある。GDP と環境コ
ストがともに向上し、かつ GDP の限界成長が環境の限界コストより大きい場合に、グリ
ーン GDP の最大化を追求することは、資源消耗と環境汚染問題を促進し、さらに環境負
荷を上回る。したがって、グリーン GDP の向上を目指す経済発展は、自然資源の利用効
率の向上には有利であるが、必ずしも環境問題を緩和するとは限らず、逆に環境問題がさ
らに悪化する口実になり得るかもしれない。
第三に、環境退化コストと環境改善収益の計算は環境価値の試算に関連し、環境はその
他の商品と異なり、その価値は市場メカニズムに調節されにくい。そのため、人為的に見
積もった環境価値が一定値である場合、環境希少性の変化を反映することができなく、環
境保護と経済発展のバランスを保つことも難しい。また、試算した価値が低すぎると、そ
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の汚染抑制の効果は期待できなくなり、高すぎると、逆に環境を追求して経済を軽視する
ことになりかねない。
第四に、環境退化コストを削減することや、環境改善収益を増やすことは、グリーン
GDP を高める主要な方法である。汚染排出の削減は主に環境保護技術の革新に依存し、
生態の回復と育成にも一定の過程が必要である。そのため、汚染排出を下げ、環境の品質
を改善するのは長期的に持続する必要がある事業である。しかし、グリーン GDP を短期
間で成長させるためには、地方政府と各経済主体は以下二つの方式を採用する必要があ
る:一つ目は、よその地区で工場を立てるなどの手段によって資源消耗と環境汚染のマイ
ナス効果をほかの地域または団体の負担に転嫁することである。このような行為は、汚染
密集型産業の集積を誘導し、各地域の環境上の「貧富の格差」をもたらす。二つ目は、、
環境保護技術革新への投入を放棄し、金融、インターネットなどの清潔型産業を大いに発
展させると同時に、化学工業、伝統製造業などの汚染密集型産業を排斥することである。
しかし、これは産業の空洞化を招き、地域産業の最適配置に不利である。
そのため、グリーン GDP は GDP の一部の欠陥を補うものであるが、官僚の昇進考課
指標としてグリーン GDP の導入だけでは不十分である。
グリーン GDP の導入と同時に、
分権制度や監督責任制度を整備する必要もある。

4.3.

監督問責制度

分権制度または昇進考課制度のいずれにおいても、政府と官僚が受けるインセンティ
ブは政府の内部から与えられたインセンティブである。そのため、政府が外部のインセン
ティブを同時に受けるためには、監督責任制度を改善する必要がある。
前述したように、中国の監督問責制度は内部の監督と外部の監督の二種類に分けられ
る。内部の監督では、政府の各部門間の利害が絡み合っているという解決できない問題が
ある。監督する部門と監督される部門の間でも、同じ政府に属しているため、政府の公信
力と顔を代表し、互いに庇護する動機が必ず存在する。このような場合、外部の監督を強
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化しなければならない。
外部の監督はさらに共産党の監督、司法監督、国民の監督(人民代表大会、社会団体、
人民大衆、世論)に細分されることができる。その中で、国民は最も権力の低い階級であ
り、社会の主要な構成部分でもある。したがって、国民の監督が最も重要である。一方、
政府の本質は、社会から渡された権力で社会の正常な秩序を守り、国民の正常な生活を守
ることにある。政府は、国民から与えられた権力を用いているのであるから、政府及び官
僚がこの権力を濫用することのないよう、本来、国民の監督を受けるべきである。
以上の分析に基づき、監督責任制度は以下の四つの面から改善すべきである。1、事前
監督制度を確立し、経済発展プロジェクトの環境評価を厳格に実行すること。2、環境に
関する情報公開、または環境に関する知識普及を強化し、国民が現在の環境状況を把握で
きるようにすること。3、民衆の陳情ルートを拡大し、民衆の実感を通じてより多くの環
境情報を取得し、対策を立てること。4、各プロジェクトの責任者を明確にし、環境汚染
を引き起こした官僚に対して徹底的に問責すること。

小括

本章では、前章で示した現行のインセンティブメカニズムの問題点に対して対策を提
案した。全体的には、分権制度を改善した上で、グリーン GDP を官僚の昇進考課の参考
指標として導入する必要がある。このように、経済発展の上では政府に合理的なインセン
ティブを与える一方、環境保護の上では官僚に適切なインセンティブを与えることが実
現できる。これによって、経済発展と環境保護のインセンティブ上のバランスに達し、環
境保護部門と経済主管部門の衝突を引き起こすことがなく、また経済と環境のバランス
のとれた発展を実現することができる。
具体的には、第一に、行政分権においては、主として現行の分権制度に基づき、さらに
具体化を図っていくことである。つまり、地方政府と各部門の責任を明確に区分し、政府
の権力を合理的に定義する必要がある。
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第二に、財政分権において、地方政府に十分な財政サポートを与える必要がある。環境
保護移転支払制度を確立することによって、各地区の財政収入の格差を緩和し、一部の地
区の環境保護投資不足の問題を解決することができる。また、環境税の税目を拡充し、環
境税の税率を引き上げることにより、地方政府の財政収入を補完しつつ、環境汚染をもた
らす経済行為に対する環境税の調整的機能を発揮し、公害の排出を緩和することができ
る。最後に、土地財政を規範化し、地方政府の無秩序な開発の行為を制約する。
第三に、官僚の昇進考課制度にグリーン GDP 指標を導入する。グリーン GDP を導入
することにより、官僚に環境保護上の適切なインセンティブを与え、環境保護を重視させ
ることができる。同時に、官僚が政策決定を行う時に科学的な価値判断の根拠を与えるこ
とができる。
第四に、監督責任制度を改善する。まず、事前監督を徹底し、建設プロジェクトの政策
評価と環境評価を着実に実施する。次に、環境情報の公開と知識普及を行い、国民に現在
の環境状況を明らかに理解させる。さらに、国民の陳情窓口を広げ、政府を監督する権力
を国民にもっと与えるべきである。
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第5章 結論と今後の課題

5.1.

結論

本研究において、筆者は先行文献を整理する上で、インセンティブの視点から、中国の
環境行財政システムにおける、環境行政機構と環境行財政制度の現状とあり方について
考察を進めてきた。
第一に、急速な工業化と粗放的な発展は中国の深刻な環境汚染の主要な原因であった。
2008 年の金融危機の後、中国の製造業はインパクトを受け、第二次産業の規模が低下し、
ひいては工業の汚染排出を低下させた。しかし、その代わりにサービス業の規模が上昇
し、生活の汚染排出が上昇した。中国の環境汚染は依然として深刻で、公害排出量は全体
的に高い。環境保護の政策をより効果的に執行するために、環境行財政システムをよりよ
く整う必要がある。
第二に、中国における環境保護の行政機構には、地方政府、環境保護部門、および各経
済開発部門が含まれる。その中で、環境保護の行政機構の構成から見れば、中国の環境行
政システムは「条塊構造」を示しており、環境保護部門は独立した部門ではなく、地方政
府の所属部門であり、その人事権・財政権などの権力は地方政府が把握している。また、
環境保護の行政機構の機能と職責から見れば、環境保護部門は、地方政府の発展計画に従
い、関連する環境保護計画と政策を制定する必要がある一方、各経済開発部門と協力し、
関連する環境保護に関する政策と法律を執行する必要もある。
現行の行政関連法では、環境保護部門と経済開発部門がそれぞれ具体的にどのような
環境保護の責任を負うべきか、どのような権限を持つべきかが明確に規定されていない。
これは環境保護部門が環境関連の法律や政策を執行するのに無力であり、経済開発部門
は環境保護を軽視する重要な原因である。
第三に、行政分権によって、地方政府は大きな経済裁量権を与えられている。地方政府
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は国有企業の所有者であり、大きな経済裁量権を持っているため、市場に介入することに
よって利益を得ることができる権力を獲得した。これは、地方政府に環境を犠牲にして経
済を発展させる動機と手段を与えた。財政分権において、税収の大部分は中央政府に徴収
され、地方政府はその中の一部だけを保有することができる。このことは、巨大な経済発
展と環境保護の責任と、地方政府の限られた財源との矛盾を引き起こすことになる。ま
た、地方政府の財源は主に付加価値税と所得税に依存している。これらの税金の主な源は
汚染集約型の企業である。これにより、地方政府は、誘致合戦で環境規制を緩和した。
第四に、GDP を主な考課指標とする昇進考課制度は官僚に自身の利益のために GDP 成
長率を一方的に追求させる。GDP の環境損失を計算しないなどの欠陥は、官僚が経済を
発展させる際に環境の重要性を軽視している。また、全体の環境状態を単一の環境指標で
描くことは困難であるため、環境指標が昇進考課制度に適用しにくい。このことは、官僚
の「GDP 成長率を一方的に追求する」の意思決定が変わりにくい要因である。監督責任
制度において、独立した内部監督機関が欠如し、事前の監督制度がないことも、官僚が環
境保護を重視しない要因である。また、環境に関する情報が十分に公開されておらず、国
民の陳情ルートが制限されているため、地方発展と国民のニーズが乖離している。
第五に、国家の発展理念が経済発展から持続可能な発展に転換した背景には、制度の
「誘因両立性」が失い、国家の発展理念が徹底されず、環境政策が効果的に実行されない
ことになる。そこで、本研究では、
「誘因両立性」の視点から、中国の環境行財政システ
ムの改革について以下のように提案する。
行政分権では、環境保護部門と経済開発部門の環境保護の役割を明確にする。地方政府
の権限を合理的に規定し、地方政府の経済裁量権を次第に減らし、その主要な機能を経済
発展の主導から公共財とサービスの提供に転換させ、地方政府にその環境保護の機能と
責任を重視させる。
財政分権では、各級政府の税収の分配を合理的に調整することによって、地方政府の財
政圧力を軽減する。環境税率を引き上げ、環境税の汚染排出に対する抑制機能を十分に発
揮させる。土地財政を規範化し、合理的な土地収入制度を制定する。
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昇進考課制度では、GDP に代えてグリーン GDP を導入するとともに、環境汚染の制約
指標を追加する。地域の公害排出量がこの制約指標を下回る場合にのみ、昇進の機会が与
えられる。
監督問責制度では、事前の監督を行い、経済開発政策についての環境評価制度を設けて
いる。環境情報をしっかり公開し、環境保護の宣伝を強化させ、国民の陳情ルートを広げ、
健全な外部監督メカニズムを設けることによって、地方政府が積極的に環境保護を行う
ようにさせる。

5.2.

今後の課題

本研究で今後の課題として残ったものを整理すると次のようになる。
第一に、環境行財政システムの理論モデルと実証分析。本研究は、地方政府の財政のタ
ーゲットによって官僚の経済発展への取り組みを促進し、官僚の環境保護のターゲット
によって地方政府の経済的意思決定を制約する制度設計を提示した。これから、こうした
制度設計を理論モデル、実証分析などの多角度から深く研究し、各制度の優位性と厚生効
果を比較し、中国の環境財政システムの改革に理論的支持を提供する。
第二に、地方政府と官僚の異質性。本研究では、各地方政府と官僚が同質であると仮定
した。しかし、実際の情況において、地方政府の税収などの相違、官僚の年齢、民族、学
歴などの相違はいずれも地方政府と官僚の異質性をもたらす。この異質性はインセンテ
ィブの効果に格差をもたらす可能性がある。例えば、先進地域では昇進のインセンティブ
の効果がより顕著になる可能性があり、後進地域では財政面でのインセンティブの効果
がより顕著になる可能性がある。これはさらに研究する価値がある。
第三に、全体的な福利厚生を表すためのグリーン GDP はいかに計算されるべきか。グ
リーン GDP 勘定システムを設立し、それを昇進考課制度に応用することは改革の重要な
方向である。しかし、先行文献の成果から見ると、会計項目と環境価値推定の面ではまだ
欠陥がある。これは今後の課題として取り組みたいと思う。
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