
中国「三峡ダム」危機--最悪の場合、上海の都市機能が麻痺する 

譚璐美（作家） 2017年 7月 3日（月）06時 52分 

三峡ダムの放水（2010年） REUTERS 

 

＜四川省で起きた大規模な山崩れは、本当に大雨だけが原因なのか。世界最大の三峡ダムが一

帯で大地震を頻発させているという指摘があり、さらには砂礫により、ダムそのものも機能不全に陥

っている＞ 

6月 24日、中国・四川省で大規模な山崩れが発生した。中国メディアによれば、住宅 62戸が土砂

に埋まり、120 人以上が生き埋めになったという。山崩れの現場は、四川大地震と同じ場所であり、

ここ数日、大雨が降りつづいて地盤が緩んでいたことが原因だとされる。だが原因はそれほど単純

なものではないだろう。 

2008年 5月に発生した四川大地震はマグニチュード 7.9を記録し、甚大な被害をもたらした。震源

地近くでは地表に 7 メートルの段差が現れ、破壊力は阪神・淡路大震災の約 30倍であった。 

専門家は、四川盆地の北西の端にかかる約 300 キロにわたる龍門山断層帯の一部がずれたため

に起きたと分析し、これによって地質変動が起こり、龍門山断層帯は新たな活動期に入ったと指摘

している。今後、さらに大規模な地震が発生する可能性が高いのである。 

四川盆地はもともと標高 5000 メートル級の山々がつらなるチベット高原から急勾配で下った場所に

位置する標高 500 メートル程度の盆地で、ユーラシア・プレートと揚子江プレートの境界線の上にあ

り、大小さまざまな断層帯が複雑に入り組む地震の多発地帯である。 

それに加えて、最近の中国の研究では、地震発生の原因のひとつは「三峡ダム」の巨大な水圧で

はないかとの指摘がある。ダムの貯水池にためた水の重圧と、地面から地下に沁みこんだ水が断

層に達することで、断層がずれやすくなったという分析である。 

 

建設中から数々の難題、天気や地震にまで悪影響 

三峡ダムは、中国政府が「百年の大計」として鳴り物入りで建設した世界最大のダムである。16 年



の歳月を費やして、四川省重慶市から湖北省宜昌市にいたる長江の中流域の中でも、とくに水流

が激しい「三峡」と呼ばれる場所に建設された。竣工は 2009年だ。 

ダムは 70万キロワットの発電機 32台を擁し、総発電量 2250万キロワットを誇り、当初の計画では、

湖北、河南、湖南、上海、広東など主要な大都市に電力が供給され、全中国の年間消費エネルギ

ーの 1割を供給でき、慢性的な電力不足の解消に役立つはずだった。 

だが、建設中から数々の難題が生じた。まず「汚職の温床」と化した。総工費 2000億元のうち 34億

元が汚職や賄賂に消えた。国民の多大な犠牲も強いた。はじめに地域住民約 110万人が立ち退き

を迫られ、強制的に荒地へ移住させられて貧困化し、10万人が流民になった。 

李白、杜甫、白楽天などの詩に歌われた 1000 カ所以上もの文化財と美しい景観が水没し、魚類の

生態系が破壊され、希少動物の河イルカ（ヨウコウイルカ）が絶滅したことは、中国内外で議論の的

になった。 

そればかりではない。四川大地震が発生した同じ 2008 年、竣工を目前に控えた三峡ダムで試験

的に貯水が開始されると、下流域でがけ崩れと地滑りが頻発した。この年の 9 月までに発生したが

け崩れと地滑りは、合計 32 カ所、総距離 33 キロに達し、崩れた土砂の量は約 2 億立方メートルに

のぼった。 

その後の調査で、地盤の変形などが合計 5286 カ所見つかり、大きなひずみが生じていることが判

明した。ダムの構造物や防水壁には約 1万カ所の亀裂が見つかり、補修に奔走した。 

そして 2009年、三峡ダムが完成すると、今度は気候不順が起きた。貯水池にためた膨大な量の水

が蒸発して大気中にとどまり、濃霧、長雨、豪雨などが発生するようになったのだ。 

気候不順は年々激しくなり、2013 年までに、南雪災害、西南干ばつなどの災害が相次いだ。2016

年にも豪雨による洪水が発生。エルニーニョ現象が原因だとされたが、死者、行方不明者は 128人

にのぼり、中下流域で 130万人が避難を余儀なくされた。 

大地震が次々に起きた。2008 年の四川大地震以外にも、汶川大地震、青海省大地震など、毎年

のように大小の地震が発生した。2014年には、三峡ダムから約 30キロ上流にある湖北省でマグニ

チュード 4.7の地震が連続して 2度起きている。 

総じてみれば、人工物である三峡ダムが天気や地震にまで影響を及ぼすとは、まるで信じられない

ような話ではある。 

 

水が流れず、貯水できず、解決策も見いだせない 

だが、三峡ダムにとって、さらに深刻な事態がもちあがっている。長江上流から流れて来る砂礫で、

ダムがほぼ機能不全に陥り、危機的状況にあることだ。 

怒涛のように押し寄せる大量の砂礫で貯水池が埋まり、アオコが発生してヘドロ状態になっている。

ヘドロは雑草や発泡スチロールなどのゴミと一体になり、ダムの水門を詰まらせた。ゴミの堆積物は

5万平方メートル、高さ 60センチに達し、水面にたまったゴミの上を歩ける場所があるほどだという。

地元では環境団体などが毎日 3000 トンのゴミを掻き出しているが、お手上げ状態だとされる。 

重慶市でも、押し寄せる砂礫で長江の水深が浅くなった。水底から取り除いた砂礫は 50 メートルも

積みあがった。重慶大橋付近の川幅はもともと 420メートルあったが、橋脚が砂礫に埋もれて砂州と

なり、今では川幅が約半分の 240 メートルに狭まっている。大型船舶の航行にも著しい支障をきた



している。 

水が流れず、貯水できないダムなど何の役にも立たないが、三峡ダムが周囲に及ぼす悪影響は、

この先、増えることはあっても減ることはないだろう。中国政府も技術者も根本的な解決策を見いだ

せず、すでに匙を投げてしまっているからだ。だれも責任を取ろうとする者がいないまま、今も三峡

ダムは放置されている。 

 

著名な水利学者の遺言「ダムは 10年もたない」 

もし三峡ダムが地震の原因のひとつであるなら、今後さらに四川大地震のような大規模な地震が起

きる可能性があるだろう。そして大地震が発生したとき、原因を作った「瀕死」の三峡ダムは、果た

して持ち堪えられるだろうか？ 

万一、ダムが決壊するようなことがあれば、長江流域の広大な土地が洪水に見舞われ、穀倉地帯

は壊滅して、数千万人の犠牲者が出るだろう。長江の河口部にある上海では都市機能が完全に麻

痺し、市民の飲み水すら枯渇してしまう。そんな事態は想像するだけでも恐ろしい。 

三峡ダムが建設された当初、中国政府は「千年はもつ」と豪語したが、数々の難題が発覚して、わ

ずか数年で「百年もつ」とトーンダウンした。今日、巷では「10年もつのか」と危ぶむ声がある。 

「10年」と区切るのは、かつて三峡ダムの建設に反対した著名な水利学者、清華大学の故・黄万里

教授の言葉に由来している。 

戦前、アメリカのイリノイ大学で博士号を取得した黄教授は、建国間もない中国で黄河ダム建設の

計画が進められたときに強く反対し、毛沢東から「右派」の烙印を押されて 22年間の強制労働に追

われた。 

1980 年代に名誉回復した後、長江の三峡ダム建設が国家の議題にのぼると、中国政府に 6 度も

上申書を提出して反対したが、鄧小平と李鵬首相（当時）に無視された。黄教授が反対した理由は、

21世紀の今日、私たちが直面している危機的状況を言い当てたからにほかならない。 

そして「もしダムを強硬に建設したら、10 年もたないだろう」と警告した。2001 年 8 月、黄教授は病

床で家族に向かって三峡ダムを見守りつづけるようにと告げ、「どうにも立ち行かなくなったら、破壊

するより方法はない」と遺言を残した。享年 90。中国の「水利事業の良心」と称えられる伝説的な人

物である。 

もし「10 年もたない」とすれば、期限は 2019 年だ。あと 2 年で三峡ダムは決壊するかもしれないの

だ。タイムリミットは刻一刻と近づきつつある。唯一の解決策は、黄教授の遺言通り、人間の手で破

壊することだけなのだろうか。 
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中国・三峡ダムに「ブラックスワン」が迫る──決壊はあり得るのか 

譚璐美（たん・ろみ、作家） 2020年 7月 6日（月）06時 55分 

水位が危険な水準に達し、三峡ダムでは 6月 29日に放水が開始された 

（写真は 2018年） REUTERS 

 

＜豪雨により被災者 1400万人の洪水被害が出ている中国で、世界最大の水力発電ダムの危機が

ささやかれている。決壊すれば上海が「水没」しかねないが、三峡ダムの耐久性はほぼ臨界点に達

しているかもしれない＞ 

6 月半ばの梅雨入り以来、中国の南部と西南部では連日の大雨と集中豪雨により、同月下旬には

少なくとも 198 本の河川が氾濫し、26 の省・市・自治区で洪水が起きている。倒壊家屋は 1 万棟

以上、被災者は 1400万人近くに上り、74万人超が緊急避難した。直接的な経済損失は 278億元

（約 4230億円）に上るという。 

洪水だけでも大変なことだが、さらに心配なのが、長江中流にある水力発電ダム「三峡ダム」だ。今、

大量の雨水の圧力で決壊するのではと危ぶまれている。 

三峡ダムは 1993年、当時の李鵬（リー・ポン）首相が旗振り役になり、水利専門家たちの「砂礫が堆

積し、洪水を助長する」といった反対意見を無視して建設された世界最大の落水式ダムだ。70 万

キロワットの発電機 32 基を備え、総発電量は 2250 万キロワット。長江の中流域の中でも特に水流

が激しい「三峡」と呼ばれる峡谷地区に 2009年に竣工した。 

だが、建設中から李鵬派官僚による「汚職の温床」と化し、手抜き工事も起こった。 

2008 年に試験貯水が開始されると、がけ崩れ、地滑り、地盤の変形が生じ、ダムの堤体に約 1 万

カ所の亀裂が見つかった。貯水池にためた膨大な水が蒸発して、濃霧、長雨、豪雨が頻発した。そ

して水利専門家たちの指摘どおり、上流から押し寄せる大量の砂礫が貯水池にたまり、ダムの水門

を詰まらせ、アオコが発生し、ヘドロや雑草、ごみと交じって 5万平方メートルに広がった。 

もはや中国政府も技術者も根本的な解決策を見いだせず、お手上げ状態だったのだ。 

そこへもってきて、今年の豪雨と洪水だ。 

6 月 22 日、長江上流の重慶市では豪雨により、がけ崩れ、鉄砲水、道路の冠水、家屋の浸水、高



速道路の崩壊などが発生。市水利局は 1940 年以来初めて最高レベルの洪水警報を発令し、4 万

人の市民が避難した。29 日には三峡ダムの貯水池の水位が最高警戒水位を 2 メートル超え、147

メートルに上昇。そのため、三峡ダムを含む 4つのダムで一斉に放水が開始された。 

気象当局によると、今夏は大雨や豪雨が予測され、洪水被害はさらに増大すると見込まれている。 

中国水利省の葉建春（イエ・チエンチュン）次官は 6 月 11 日、記者会見で「水害防止対策により今

は建国以来の最大の洪水を防御できているが、想定以上の洪水が発生すれば、防御能力を超え

た『ブラックスワン』の可能性もあり得る」と口にした。 

ブラックスワンとは、「あり得ないことが起こり、非常に強い衝撃を与える」という意味で、予測できな

い金融危機や自然災害を表すときによく使われる。そのブラックスワンが三峡ダムにも潜んでいると

いうのだ。 

実際、三峡ダムの耐久性はほぼ臨界点に達していると言えるのではないか。 

環境保護を無視し、フィージビリティースタディー（事業の実現可能性を事前に調査すること）も行わ

れず、汚職による手抜き工事で構造上にも問題があった。 

万が一決壊すれば、約 30 億立方メートルの濁流が下流域を襲い、4 億人の被災者が出ると試算さ

れている。安徽省、江西省、浙江省などの穀倉地帯は水浸しになり、上海市は都市機能が壊滅し

て、市民の飲み水すら枯渇してしまう。上海には外資系企業が 2 万 2000 社あり、経済的なダメー

ジ次第では世界中が損害を被る。 

上海が「水没」したら、経済が回復するまで 10～20 年かかるかもしれない。もし三峡ダムが臨界点

を超えたらと思うと、気が気ではない。 

 

 

 



Yahoo!検索(画像) 三峡ダム崩壊の画像(8,230,000件) のうちの数枚から 

💬 特に下段の写真のダム提体に見られる変形(提体の歪み)が気になっている． 

💬 現在のグーグルマップを見てみると，提体の変形は認められない． 

上段の写真との違いはいったい何なのか？ 



洪水被害が広がる中国、三峡ダムは果たして持つのか 

Jbpress 7/9(木) 6:01配信 

 

7月 1日に撮影された重慶市の様子（写真：新華社/アフロ） 

 

 熊本県で 54 人が死亡したのを始め、日本全国に豪雨被害が広がっている。被災者の方々には

お悔やみ申し上げたいが、私が日々ウォッチしている中国の豪雨被害は、日本の比ではない規模

で進んでいる。その中心にあるのが、中国の「母なる大河」長江（揚子江）の氾濫だ。 

 

■ 三峡ダム、完成後最大の危機 

 「三峡ダムが決壊する！」 

 主に台湾メディアが、このところ「三峡ダム決壊説」を報じていて、それが一部の日本メディアにも

伝播している。 

 台湾メディアでは、「三面挟攻」（サンミエンジアコン）という表現を使っている。空から降ってくる豪

雨、長江の上流から流れてくる激流、それに三峡ダムの放水による「人工洪水」という「三面からの

挟撃」に遭って、武漢や上海など、長江の中下流地域が甚大な被害に見舞われるというのだ。そし

て「三面挟攻」の結果、「そもそも 50 年しかもたない三峡ダムが決壊するリスクができた」と報じてい

る。 

 逆に中国メディアは、水利の専門家たちを登場させて、「三峡ダム決壊説」を強く否定している。

例えば、「三峡ダムの『豆腐渣工程』（トウフジャーコンチャン=おから工事）によって水か漏れだしや

すい」という指摘に対しては、「三峡ダムは通常のダム工事以上に、セメントが太陽光で高温度にな

らないよう冷却しながら工事したため強固だ」と反論。「ダムからの放水によって中下流で洪水を起

こす」という懸念には、「放水時には水が上向するよう仕向けており、下向して放水が河川と合流す

る地点を深く掘っていて、そこでいったん水流が止まるので、緩流になる」と説明している。 

 私は、台湾メディアも中国メディアもウォッチしているが、「三峡ダム決壊」はないと思う。 

 もし万一、そんな悲劇が起これば、それは長江中下流の数億人に影響を及ぼすばかりでなく、習

近平政権自体が崩壊の危機に見舞われるだろう。 



 実はこれまでにも、中国国内で「三峡ダム決壊論」は議論されてきた。だがそれは主に、軍事的側

面からの考察だった。「米中戦争になったら、アメリカは真っ先に三峡ダムを狙い撃ちする」というの

だ。 

 今回のような「豪雨による決壊論」が取り沙汰されるのは、初めてのことだ。それだけ、2006年に完

成以来、三峡ダムがこの 14年で最大の危機に見舞われているということは言える。 

 

■ 「水害大国」中国 

 そもそも中国は、歴史的に見ても、世界最大の水害大国である。中華民族が農耕と牧畜を始めて

定住して以降、水害問題は北方異民族の侵入とともに、常に国家の最重要事だった。確認されて

いる中国最古の王朝は夏（紀元前 2070年頃～紀元前 1600年頃）だが、司馬遷の『史記・夏本紀』

によれば、初代の王である大禹（Dayu）は、治水の名人だということで王に推挙された。 

 その伝統は、いまの中国共産党政権にも引き継がれている。中国には「水利部」という治水専門

の中央官庁が存在する。先代の胡錦濤（Hu Jintao）前主席は、清華大学水利工程学部河川発電

学科を卒業したエンジニアで、「中国で最も偉い水利の専門家になるのが夢だった」と述べている。

胡錦濤時代には、毎年最初に出される重要指令「中央一号文件」に、水利問題を扱ったりしていた。 

 そんな胡錦濤政権の時代に、三峡ダムが完成したわけだが、三峡ダムの建設は、胡錦濤前主席

の本意ではなかった。先代の江沢民（Jiang Zemin）政権に押し付けられて引き継いだのである。 

 江沢民元主席は、自分の拠点である上海の電力不足を憂慮したのと、「中国建国以来の大事業」

に心惹かれた。当時の李鵬（Li Peng）元首相は、「水利利権の頭目」と言われ、巨大ダム建設が莫

大な利権を生む旨みを知っていた。かくして 1994 年の年末、湖北省宜昌市で、全長 3335m、高さ

185m、発電量 1000億 kWhという世界一の巨大ダムの建設が始まったのである。完成までに 12年

を要し、その間に江沢民政権から胡錦濤政権にバトンタッチした。 

 そんないわくつきの三峡ダムは、完成当時から国際環境団体などに、「人類最大の環境破壊」と

揶揄されてきた。それが今回の「半世紀に一度の水害」で、大きな試練に立たされることになった。

6月 2日から、長江流域を含む中国南部に豪雨が襲い、1カ月以上経った現在も続いている。 

 

 長江水利委員会は 7 月 2 日、「長江 2020 年第 1 号洪水」を発表した。4 日の 12 時には、「長江

水害旱魃災害防御クラス」を、「4 級」から「3 級」に引き上げた。三峡ダムは、この地域最大の観光

スポットとなっていたが、5日からダム付近では、封鎖措置が取られている。 

 三峡ダムがある湖北省には、680 カ所（大型 2 カ所、中型 12 カ所、小型 666 カ所）のダムがある

が、そのすべてで警戒態勢を取っている。周知のように、武漢を省都とする湖北省は、今年の年初

から深刻な新型コロナウイルスの被害に見舞われたというのに、ようやくそれが去ったと思いきや、

今度は豪雨と洪水である。 

 

■ 被災者は 2000万人に及ぶ勢い 

 豪雨の被害は、湖北省だけではない。現在、日本では球磨川や筑後川などで洪水が起こってい

るが、中国応急管理部によれば、7 月 3 日時点で、全国 304 もの河川で「警戒水域突破」が伝えら

れているのだ。被害は全国 26省・市に及び、1938万人が被災し、416億元（約 6400億円）の損失



を出しているという。 

 例えば、「浙江省の三峡ダム」とも言われる新安江ダムでは 7月 7日、9つある放水門を初めてす

べて開け放った。下流で洪水が発生するのは必至で、すでに 2 万人以上が緊急避難を余儀なくさ

れた。 

 安徽省でも水陽江など長江の分流が次々に警戒水域を超え、「高考」（ガオカオ=7 月 7 日、8 日

の全国統一大学入試試験）が延期された。「高考」に関しては、洪水の濁音によって英語の聞き取

り試験ができないという状況も、全国各地で起こっている。 

 江西省でも琵琶湖の 4.7 倍も面積がある鄱陽湖が、平均水位を 6m も上回る事態となり、周囲に

甚大な被害を及ぼす恐れが出てきた。同省の「陶器の都」景徳鎮では、すでに 2 万人以上が避難

している。 

 ちなみに中国応急管理部の発表によれば、今年上半期に自然災害の被害に遭った中国人は

4960.9 万人で、緊急避難を余儀なくされた人も 91.3 万人に上った。死者は 271 人である。6170.2

キロヘクタールの農作物が被害を受け、812億元（約 1兆 2500億円）の被害を出した。 

 中国では俗に、「庚子大禍」と言う。世界が新しく始まる「庚子」（かのえね）は、その前に古い物が

一掃されるため大禍になるということだ。1840 年にはアヘン戦争が起こり、欧米列強の半植民地時

代が始まった。1900 年には義和団の乱が起こり、清朝滅亡の契機となった。1960 年は三年飢饉で、

5000万人とも言われる餓死者を出した。 

 そして、2020 年――。冬には新型コロナウイルスで中国全土が震撼し、8 万 5366 人の感染者と

4648人の死者を出した（7月 8日現在）。そしていままた夏の大水害である。ちなみに 14億の民を

率いる習近平主席は、7月 7日まで、もう一週間以上も姿を見せていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



中国長江流域の豪雨で氾濫警報、三峡ダムは警戒水位超える 

ロイター 7/10(金) 16:51配信 

７月１０日、中国の長江（揚子江）流域で豪雨による土砂崩れが発生、 

過去２日間に流域の４都市が最高度の氾濫警報を出した。 

写真は武漢市で８日撮影（２０２０年 ロイター／China Daily CDIC） 

 

［上海 １０日 ロイター］ - 中国の長江（揚子江）流域で豪雨による土砂崩れが発生、過去２日間

に流域の４都市が最高度の氾濫警報を出した。 

最も危険な状況であることを示す「赤色警報」を出したのは湖北省と江西省の各２都市。 

土砂崩れなどでこれまでに約１４０人が死亡または行方不明となっており、中国中央テレビは１０日、

一連の被害による経済損失は６００億元（８６億ドル）を超えると伝えた。 

今回の豪雨について、中国当局は、南シナ海とインド洋から湿った空気が流れ込んでいることが原

因と説明している。 

気象当局によると、６月の降雨量は平年より１３．５％多かった。 

流域にある巨大ダムの三峡ダムでは貯水量が増え、放水しても追いつかない状況。水利省によると、

警戒水位を３．５メートル上回っているという。 

 

 

 

 

 

 

 

 



三峡ダムまた水位上昇か せき止め湖で住民避難も 
～中国の洪水は被災者 4550万人に 

 

FNNプライムオンライン 2020/7/24(金) 23:00配信 

 

大規模山崩れで“せき止め湖“が・・決壊の危機に住民が避難 

湖北省の西部・恩施トゥチャ族ミャオ族自治州で 7 月 21 日、大規模な山崩れが発生。土砂が長江

の支流の清江になだれ込み、川をせき止めた“せき止め湖”が出来た。清江はこれまで水位が上昇

し、17日には自治州の中心部・恩施市に水が流れ込み街が冠水する大きな被害が出ていた。山崩

れ現場では川がせき止められて水位が上昇し、決壊の恐れもある。 

決壊すればさらに大きな被害になるのは目に見えている。地元当局は、死傷者はいないとし、周辺

の住民約 8400 人を緊急避難させた。たまった水を流す措置をとってある程度、水を排出し、徹底

監視を続けており、水位は下がり決壊の恐れは低くなっているとしている。 

しかし SNS には、一帯では道路に大きなひびが入り、家屋が傾き、住民の目の前でがけ下に崩れ

て落ちる様子などが投稿されている。さらなる土砂崩れが起きないとは限らない。水道も一時供給

が出来なくなるなど住民の苦境は続いている。 

 

三峡ダムは“第 3のピーク”が来る～批判とダムへの疑問の声 

世界最大級の三峡ダムは、依然として高い水位が続く。最高水位 175mに対し、7月 20日に 164m

まで迫った水位はいったん下がり始めた。7 月 24 日には 159m 台となり水の排出量が流入量を上

回っている。ただ、中国メディアによると、当局は、長江流域でさらに雨が降ると予想されるため、27

日ごろにかけてダムへの水の流入量が再び増加し、第 3 の洪水ピークが来ると想定。三峡ダムの

水の排出量が引き続き増えるため、長江下流域の各地でさらに水位が上昇することになると警戒

を呼び掛ける。すでに被害が出ている地域でまた水位上昇が懸念されている。 



ダムの水位上昇が伝えられ始めて以降、決壊しないか、など不安の声が絶えない。ダムの運営当

局は中国メディアに対し、「ダムの運営状況は安全で、変形するなどの問題は起きていないし脆弱

ではない」と安全性を強調した。中国のネット上でも、「三峡ダムがなかったら被害はもっと広がって

いた。感謝しないといけない」「ダムは十分頑張ったから責めないで欲しい」という声がある。 

ただ一方で、そもそも長江流域の洪水対策が大きな目的で建設された三峡ダムの治水効果に疑

問の声があがる。ネット上には「結局、洪水の時期にはダムを守るために大規模に放水し、下流域

の被害を拡大させる」「あってもなくても同じだ。作らないほうが良かった」などの批判が根強い。 

中国共産党機関紙・人民日報は「これまでダムは 107 億立方メートルもの水をせき止めた」と効果

を強調するが、長江やその支流、多くの巨大な湖などで警戒水位を超え、記録的な貯水量になっ

ている現状がある。ダムや水門を開き放水せざるを得ない状況で、家が冠水し避難する人が多数

にのぼっている。ある中国人は「そもそも洪水を防ぐために金をかけて多くの人に影響を与えて巨

大ダムを造ったはずだが、これだけの被害が出ているのを見れば、三峡ダムは役立たずではない

か?」と怒る。 

 

被災者 4500万人・・記録的被害の洪水に中国政府はどう対応するのか 

中国メディアは 7 月 22 日、政府発表として 6 月からの被害状況を伝えた。被災者が 27 の省や市

などでのべ 4552 万 3000 人、死者行方不明者 142 人、倒壊家屋が約 3 万 5000 棟、経済損害は

1160億 5000万元（約 1兆 8000億円）にのぼるとしている。記録的な被害は一層拡大しているが、

同時に「直近 5 年の同期の平均値と比べると、被災が原因の死者・行方不明者の数は 56.5％減、

倒壊した家屋は 72.4％減、経済損害は 5％減」と、今回の被害がことさら大きいわけではないと強

調するような言及をしている。 

被害拡大を受け、中国政府は 15日、17億 5500万元（約 265億円）を水害対策の資金に充てると

発表している。経済への悪影響を少しでも食い止めようとするものだが、、ネット上には「これだけの

被害が出ているのに、足りるのか」など、政府対応への批判の声が多い。だが、削除されている書き

込みは少なくない。 

収束が見通せない中、対応が遅れれば政府批判が強まりそうだ。 

【執筆:FNN上海支局 城戸隆宏】 

【中国マップデザイン:さいとうひさし】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



中国南部の洪水、楽山大仏の足元に到達 ７０年ぶりか 

CNNニュース 8/20(木) 10:27配信 

楽山大仏は通常であれば水害の影響を受けることはまれだという 

 

（ＣＮＮ） 中国南部で発生した洪水の影響で、長江の水が四川省にある楽山大仏の足元まで到

達したことが分かった。報道によると、水位が大仏の足に達するのは数十年ぶり。この地域の大部

分は今年、相次ぐ洪水に見舞われている。今回の洪水で

は地元当局が警戒レベルを引き上げ、上流の住民は避

難を強いられる事態となった。 

国営新華社通信によると、楽山大仏の足の指が水につ

かるのは少なくとも７０年ぶりだという。高さ約７１メートルの

楽山大仏は１２００年ほど前に峨眉山に連なる斜面に彫ら

れたもので、現在は国連教育科学文化機関（ユネスコ）の

世界遺産に指定されている。 

通常は長江の水が迫ることはなく、台座に観光客が集

まる。しかし今月１７日、水位の上昇を受け、当局は一帯

の立ち入りを禁止。複数の当局者は中国ＳＮＳ大手「新浪

微博（ウェイボー）」で、安全対策を施したうえで今週中に

観光客の受け入れを再開したい考えを表明した。この地

域で夏に洪水が発生するのは珍しくないが、ここ数カ月は

例年にない水害に見舞われてきた。 

鄱陽湖を含む長江流域圏は、東の上海から西のチベッ

ト境界まで約６３００キロにわたって伸び、中国の米生産の

７割を担っている。 

 

CCTN ニュース (2020.8.19.)による 


