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Ⅲ 中国の食糧需給政策の転換と今後の課題 

 
 

 はじめに 

 

近年の中国の食糧需給動向は従来にない新たな動きを示すようになっている。中国は、

従来、食糧生産については国際競争力がなく、基本的には食糧の純輸入国として考えられ

ていたが、長期的にはともかく、最近は必ずしもそうではない状況も現れている。 

こうした近年の中国の食糧需給の特徴的な動きは、中国の食糧需給政策の変化によると

ころが大きい。したがって、中国の食糧需給の動向を検討するためには、まず中国の食糧

需給政策の内容、手法を研究し、その目的としているところを明確に把握することが必要

である。 

本稿では、こうした観点から、 

一 近年の中国の食糧需給動向の特徴をまず明らかにすること 

二 近年の中国の食糧需給政策の転換がどのような手法で、どのような目的をもって行わ

れたものであり、また、その特色は何かを明らかにすること 

三 中国の食糧需給政策の今後の課題を明らかにすること 

を研究課題として設定し、所要の分析、検討を行うこととしている。 

 

１．中国の食糧需給動向 

 

 １） 食糧生産量の推移（1990 年代半ばまで） 

 中国の食糧生産量は、1978 年の改革開放政策の開始以来、周期的な変動を繰り返しなが

らも大きく拡大してきた。これまで、中国の食糧生産量には 1984 年、1990 年、1996 年の 3

度のピークがあった。第 1－1 図は 1978 年から 3 度目のピークである 1996 年までの食糧生

産量の推移を示したものである。1984 年および 1990 年のピークの後にはそれぞれ数年間の

低迷時期が見られるが、一貫して生産量増加傾向は続いていたと見て良いであろう。第 1

－1 図では、当該期間の食糧生産量の動きについて線形の近似線を書き加えたが、当該近似

線は 

 ｙ＝937.48ｘ＋30645 万トン（Ｒ２＝0.9226） 

という方程式で示されている。当該期間においては、毎年 900 万トン以上に及ぶ食糧が増

産される趨勢にあったのである。 

 このような食糧増産の実現を可能にしたのが農業技術の進歩等による単収の増であった。

第 1－1 表は主要穀物の播種面積および単収の推移を示したものであるが、同表のとおり、

米の単収は1980年の 4130ｋｇ／ｈａが1996年には6212ｋｇ／ｈａとなって約50％の伸び

を示している。同様に、小麦、トウモロコシについてもこの期間の単収の伸びが著しく、
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1980 年から 1996 年にかけて小麦は 98％、トウモロコシは 69％の伸びとなっている。一方

で食糧の播種面積はほぼ横ばいで推移しており、播種面積は拡大していない。 

 以上のとおり、中国の食糧生産量は、改革開放後、主として穀物の単収の伸びに支えら

れながら、周期的な変動はあったものの、1990 年代半ばまでは総じて高い伸び率を実現し

てきたと言えよう。しかしながら、近年では、1990 年代半ばまでとは全く異なる新たな食

糧需給の動向が見られるようになっている。 

y = 937.48x + 30645

R
2
 = 0.9226
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第1－1図　中国食糧生産量の推移（1978～1996）
資料：中国農業発展報告2004、中国農業年鑑各年
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    第 1－1 表 食糧播種面積および単収の推移 
   播種面積（千ｈａ）   単収（ｋｇ／ｈａ）  年 
食糧総面積  米 小麦 トウモロコシ  米  小麦 トウモロコシ

1980 
1985 
1990 
1995 
1996 
2000 
2003 

 117,234 
 108,845 
 113,466 
 110,060 
112,548 
108,463 

  99,410 

33,879 
33,070 
33,064 
30,744 
31,406 
29,962 
26,508 

 29,228 
 29,218 
 30,753 
 28,860 
 29,611 
 26,653 
 21,997 

20,353
17,694
21,401
22,776
24,498
23,056
24,068

 4,130 
 5,097 
 5,726 
 6,025 
 6,212 
 6,272 
 6,061 

1,889 
 2,937 
 3,194 
 3,542 
 3,734 
 3,738 
 3,932 

 3,076 
 3,607 
 4,542 
 4,917 
 5,203 
 4,598 
 4,813 

     資料：中国農業発展報告 2004 
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 ２） 近年の食糧需給動向の特徴 

 近年の中国の食糧需給の動向を示したものが第 1－2 図である。1996 年に改革開放政策開

始後 3 度目のピークを迎えた後、1999 年までは 5 億トン前後の空前の生産量が継続し、2000

年以降大きく下落するという経緯を辿っている。特に 2003 年の生産量は約 4 億 3000 万ト

ンにまで落ち込んでいる。 

 食糧消費量は「期首食糧在庫量＋当期食糧生産量＋当期食糧純輸入量－期末食糧在庫量」

で算出されるが、中国では食糧在庫量に関する統計数値1 が公表されていない。このため、

食糧需要量については推定値を用いざるを得ないが、近年の中国の食糧需要量は毎年 4 億

8000 万トン～4 億 9000 万トンと推定2されている。 
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第1－2図　中国食糧需給の動向(1994～2003）
資料：中国農業発展報告2004、中国農業年鑑各年
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 第 1－2 図では、近年の食糧需給の動きを視覚的にとらえやすくするため、食糧需要量は

4 億 8000 万トンで変化していないものと仮定して図に書き加えてある。1994 年には需要量

に満たなかった生産量が 1996 年には大きく需要量を超過することとなった。その後、4 年

                                                        
1
ＦＡＯ商品概観では米、小麦、粗粒穀物についての期末在庫量を示しているが、米については香港と台湾

のものを含めている。 
2
インターネット「中国農業信息網http://www.agri.gov.cn/当前我国糧食供求形勢分析」2003 年 9 月 24

日アクセス 
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連続で大幅な生産超過となっており、この期間には消費しきれないまま大量の食糧が在庫

として上積みされていったことが想定される。2000 年からは再び生産量が需要量に満たな

いものとなり、1999 年までに積増しされた食糧在庫が徐々に捌ける状況になったものと見

てよいであろう。 

 この時期の食糧市場価格3の動きを示したものが第 1－3図であり、上述の食糧需給の動向

を端的に反映したものとなっている。1996 年に大幅な供給過剰となったことを反映して

1997 年以降食糧市場価格は低迷し、在庫が積み上がった直後の 2000 年に底を打つ形となっ

ている。ただし、その後も極めて大きな在庫圧力によって 2002 年まで価格は最低水準で推

移し、価格がはっきりと上昇基調に転じるのは 2003 年以降のことである。2004 年に価格が

大きく上昇しているのは 2003 年の食糧生産量が近年では最低の水準に落ち込んだことが直

接の原因と考えられるものであり、2003 年以降になってようやく在庫圧力による価格の低

迷という状況から解放されることとなったのである。 
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第1－3図　主要食糧価格の推移
資料：中国農業発展報告2004
　　　2004年は全国主要糧油卸売市場平均価格旬報8月10日現在
注：米は単粒うるち標一卸売価格
　　小麦は白小麦三等卸売価格
　　トウモロコシは黄トウモロコシ二等卸売価格

 

 

 食糧の輸出入は、国内の食糧需給の動向に一定の影響を与えるとともに、一方では国内

                                                        
3
なお、この時期の食糧価格には食糧市場価格のほかに政策的に決定される政府買付価格があり、大きな役

割を果たしていたが、このことについては次節で述べる。 
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の食糧需給を反映したものでもある。第 1－4図は近年の食糧輸出入の動向を図示したもの

であるが、ここ数年大豆の輸入が急増しており、輸入量の相当部分を大豆が占めるように

なっている。大豆の輸入増は食生活の向上に伴う食用植物油の需要増加等によってもたら

されていると考えられ、一般の食糧需要の動きとは性格を異にしている4。そこで、食糧輸

出入の動向の変化をより的確に把握できるようにするため、大豆を除いた食糧の輸出入の

推移を表したものが第 1－5 図である。1996 年以前と比較すると 2000 年以降に顕著な変化

が生じていることがわかるであろう。ここ数年、中国は食糧の輸出量を大きく拡大させ、

大豆を除けば食糧の純輸出国としての地位を占めるようになっている。 
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第1－4図　食糧輸出入の推移
資料：中国農業発展報告2004

 

                                                        
4
たとえば、都市住民１人当り消費量について見れば、食糧は 1995 年の 97.0ｋｇから 2003 年の 79.5ｋｇ

に減少しているが、植物油は 1995 年の 7.6ｋｇから 2003 年には 9.2ｋｇに増加している（資料：中国農業

発展報告 2004）。 
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第1－5図　食糧輸出入の推移（除大豆）
資料：中国農業発展報告2004

 

 以上のように、近年の中国の食糧需給の動向は従来にない特徴的なものとなっているが、

それではこうした食糧需給の動向はどのようにしてもたらされ、また、どのような対策が

とられようとしているのであろうか。次節以降ではこのことについて分析、検討5すること

としたい。 

 

   

２．食糧需給政策の転換 

 

１） 保護価格政策から国際競争志向政策へ 

（１）保護価格政策と 1998 年改革の失敗 

 1990 年代の半ば以降 2000 年ころまで、中国政府が実施していた食糧政策は、食糧買付価

格6 を政策的に高く設定し、供給過剰となって市場価格が下落しても政府が余剰食糧を全て

                                                        
5
次節１）における記載内容は、拙著（2004 年）「中国の食糧政策の動向」『農林水産政策研究 No.７』に多

くを負っている。なお、同著では、中国の食糧価格政策に注目して「国際競争志向価格政策」としていた

ものを、本稿では「国際競争志向政策」に改めた。 
6
当時、政府による食糧買付には契約買付と協議買付の 2種類があった。契約買付は農家との契約が前提と

されるものの政府への売渡義務という色彩が濃かった。協議買付は食糧加工企業等向けに契約買付を補完

する目的で設けられていたものであるが、1990 年代半ばには政府買付量の約半分を占めるようになってい

た。契約買付価格は政策的要素が強かったが、協議買付価格は市場価格を前提としていた。なお、1990 年

代の半ばにおいては、政府買付に係る食糧は食糧流通量の約 3分の 2を占め、残りの 3分の 1が市場流通

によるものであった。 
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保護価格7で買付けるという保護価格政策である。 

 この保護価格政策は、1994 年の食糧不作により、1995 年に 2070 万トンという過去最大

の食糧輸入を行うという事態が生じたことを背景としており、農家の生産意欲の維持と食

糧生産量の確保を目的としたものである。 

 1994 年から 95 年にかけて行われた買付価格の大幅引上げや食糧増産措置によって、第 1

－2 図で見たように、中国の食糧生産量は 1995 年及び 96 年の両年で大きく増加し、1996

年から食糧は過剰基調となり、1997 年以降は市場価格が買付価格を大きく下回るような状

況となる。 

このような状況の中で、政府は、国内自給に必要な食糧生産量を確保する観点から、保

護価格政策を継続したため、食糧買付に伴う財政負担が大きく増大することとなった。第

２－１図は政府の財政負担（糧綿油価格補助額）の推移を見たものであるが、食糧生産量

の増加とともに財政負担も急速に拡大したことがわかる。1994 年には 200 億元程度であっ

た財政負担が 1998 年には約 3 倍の 600 億元近くにまで増大している。 

こうした状況に対応し、保護価格政策を基本的に維持した上で、財政負担の軽減を図ろ

うとする改革が 1998 年に実施される。中国では、政府の食糧買付は全て国有食糧企業を通

して行われており、政府の財政負担は国有食糧企業の赤字を補填することによるものであ

る。国有食糧企業の赤字は、買付けた食糧の売買逆ザヤ、備蓄費等によって生じる。もし、

国有食糧企業が順ザヤ販売を実現して赤字がなくなれば、政府の財政負担もなくなるはず

である。1998 年改革はこうした考えをもとにして実施されたものであり、具体的には、食

糧買付量の約３分の１のシェアがあった民間食糧企業等による食糧買付を禁止し、食糧買

付は国有食糧企業に独占させるというものであった。すなわち、国有食糧企業の競争相手

を排除することによって、国有食糧企業による独占的な価格決定を行い、順ザヤ販売を可

能にしようとするものである。 

 

                                                        
7
協議買付食糧についての最低買入価格のことであり、価格は契約買付価格を下回らないこととされていた

（1993 年 2 月 20 日国務院「食糧買付保護価格制度の創設に関する通知」）。 
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資料：中国統計年鑑各年

 

しかしながら、食糧の買付価格および販売価格が市場均衡価格よりも高く設定されれば、

供給は均衡量よりも増え、需要は逆に均衡量より少なくなり、需給ギャップが生じること

は経済理論8の上からも当然のことである。実際、この当時、中国では大量の食糧在庫が発

生し、食糧倉庫の容量の著しい不足、備蓄食糧の劣化の加速、国有食糧企業の順ザヤ販売

の困難性等の問題が深刻化することとなった。こうした中で、2000 年の財政負担は過去最

高の約 760 億元にまで膨れ上がり、1998 年改革の失敗が明らかとなる。 

                                                        
8このことは、次のように説明される。 

第 2－2図は、保護価格制度によって全量買付が行われているときの需給と価格の関係を図示したもの

である。ここでＰ０は前年の保護価格である。保護価格によって全量買付が実施されているときは、農

家は前年の保護価格を主たる目安として作付量を決定するであろう。したがって、当年の食糧生産量は

Ｑ０となる。Ｐ１は当年の保護価格であり、市場実勢を反映させて前年よりは低く定められているが、そ

れでも均衡価格よりは高い。国有食糧企業は当年においてはＰ１の価格で農家から全量買付を行う。 

食糧供給量がＱ０であるときの市場価格はＣすなわちＰ２であるから、国有食糧企業が買い付けた食糧

の全量を市場で販売すれば、□Ｐ２ＣＢＰ１だけの損失が発生する。1998 年改革前までの財政負担は、基

本的にこの部分の負担である。 

ところで、1998 年改革によって、国有食糧企業は順ザヤ価格で、すなわちＰ１以上の価格での販売が

求められることとなった。ここでは図の単純化のために国有食糧企業の買付価格と販売価格はＰ１で同

一であるとしている。そうすると当年の食糧需要量はＤすなわちＱ１ということになる。国有食糧企業

は当年生産されたＱ０の量の食糧を保護価格制度に基づいて買付けるにかかわらず、売りさばけるのは

Ｑ１しかないので、Ｑ１Ｑ０の量が売れ残り、□Ｑ１Ｑ０ＢＤで示される金額（Ｐ１×Ｑ１Ｑ０）が国有食糧

企業の当年の支出超過額となる。すなわち、1998 年改革は、国有食糧企業による販売価格をＰ２からＰ１

に引き上げ、□Ｐ２ＣＢＰ１の損失を解消しようとする狙いをもったものであるが、今度はかわりに□Ｑ

１Ｑ０ＢＤの負担を生じさせることになったことになる。 
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1998 年改革の失敗による保護価格政策の破綻と言う現実を踏まえ、2000 年以降、中国政

府は食糧政策の方向を大きく転換させていく。 

 

（２）国際競争志向政策への移行 

食糧政策の転換は、2000 年から 2001 年にかけて一連の施策を伴いつつ段階的に進められ

たが、その中で保護価格対象の縮小および食糧買付規制の緩和という２つの改革が政策転

換の本質をなすものであった。 

 

 

 

 

 

 

                 

 

注８続き 

Ｐ０

Ｐ１

Ｐ２

０　　　　　　　Ｑ１　　　　Ｑ０

Ａ
Ｂ

Ｃ

Ｄ

第2－2図　保護価格制度の下での需給関係
　資料：筆者作成
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第 2－1 表  保護価格対象縮小の経緯 
  根拠規定    保護価格対象に関する規定内容 実施時期 
国務院「食糧保護価格

買付制度に関する通

知」（1993 年 2 月 20
日） 
 
 

○以下の食糧を保護価格対象として価格ととも

に列挙 
・北方冬小麦 ・南方冬小麦 ・関内とうもろこ

し ・関外とうもろこし ・大豆 ・早稲インデ

ｲカ米 ・中稲インデｲカ米 ・晩稲インデｲカ米 

・北方うるち米 ・南方うるち米  

1993 年 
 
 
 
 
 

国務院「食糧流通体制

改革政策措置をさら

に改善することにつ

いての通知」（1999 年

5 月 30 日） 

○以下の食糧を保護価格対象からはずす。 
・黒竜江、吉林、遼寧省、内蒙古自治区東部、河

北省東部、山西省北部の春小麦 ・南方の早稲イ

ンデｲカ米 ・江南小麦  
 

2000 年 

国務院「食糧生産流通

をさらに改善させる

ための関係政策措置

に関する通知」（2000
年 6 月 10 日） 

○引続いて以下の食糧を保護価格対象からはず

す。 
・山西、河北、山東、河南省等のトウモロコシお

よび米  

2001 年 

国務院「食糧流通体制

をさらに深化させる

ことについての意見」

（2001 年 7 月 31 日） 

○今後保護価格対象とする食糧は主として次の

ものとする。 
・長江中流域の中、晩生米 ・東北地域の優良米  
・黄淮海地域の小麦 ・東北地域および蒙古東部

のトウモロコシ 

 

注： 現実の運用の際の具体的な範囲は地域の実情に照らして各省級人民政府が定めることとされてお

り、これ以外の品種を保護価格対象とすることができないわけではない。 

 

 

保護価格対象縮小の経緯は第 2－1 表に示すとおりである。この表から明らかなとおり、

従来は生産される食糧品種のほとんどが保護価格による買付の対象とされていたが、2000

年以降、比較的品質が劣り市場での競争力が弱いと考えられるものから、順次、保護価格

対象からはずされていった。 

 一方、食糧買付規制の緩和は保護価格対象の縮小に伴って進められた。国有食糧企業だ

けに買付が制限されていると、保護価格対象からはずされた食糧は、国有食糧企業が買付

けるもの以外は販売ルートがなくなることとなる。したがって、保護価格対象の縮小は、

食糧流通規制の緩和を必然的に伴うものであった。 第 2－2 表は、この食糧買付規制緩和

の経緯を示したものである。当初は上記の考え方をそのまま反映して保護価格対象からは

ずれた食糧だけについて買付ルートの拡大を認めるというものであった。ところが、後に

は保護価格対象となっている食糧についても買付ルートの拡大が認められ、最終的には保

護価格対象となっているかどうかにかかわらず、あらゆる形態の企業が県級以上の行政機

関の許可さえ受ければ食糧買付業務を行えるようになった。 
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第 2－2 表  食糧買付規制緩和の経緯 
  根拠規定 食糧買付規制に関する規定内容 

国務院弁公庁「一部の食糧品

種が保護価格買付範囲からは

ずれたことに関する問題につ

いての通知」（2000 年 2 月 2
日） 
 

○保護価格対象からはずれた食糧については買付ルート

を拡大する。 
 …国有食糧企業以外に、地区（市）級以上の行政機関

の許可を受けた食糧利用企業および食糧経営企業は農民

から直接食糧を買付けることができる。 

国務院「食糧生産流通をさら

に改善させるための関係政策

措置に関する通知」（2000 年 6
月 10 日） 
 
 

○保護価格対象となっている食糧についても、省級行政

機関の許可を受けた食糧利用企業および食糧経営企業は

農村で直接食糧を買付けることを認める。 
○保護価格対象からはずれた食糧について、県級以上の

行政機関の許可を受けた食糧利用企業および食糧経営企

業は農村で直接食糧を買付けることができる。 

国務院「食糧流通体制をさら

に深化させることについての

意見」（2001 年 7 月 31 日） 

○企業の所有制の形態にかかわらず、一定の条件に適合

する経営主体が県級以上の行政機関の許可を受けて食糧

買付に従事することを奨励する。 

注： 「食糧利用企業」とは、食糧加工、飼料、飼養、醸造、医薬等、食糧を使用して事業を営む企

業をいい、「食糧経営企業」とは食糧の流通販売等に従事する企業をいう。 

 

 以上のとおり、2000 年以降に順次なされた中国の食糧価格流通体制の改革は、直接的に

は 1998 年改革の失敗に対処したものであるが、ＷＴＯ加入という中国の食糧生産にとって

の新たな時代を迎え、ＷＴＯ加入を強く意識し、これに対応しようとするものとなってい

ることがわかる。 

これらの改革は、当初は 1998 年改革の部分的修正を内容とするものであったが、徐々に

①価格は市場の実勢によることとし価格支持は行わないこと②食糧流通を大幅に自由化し

合理化すること③主産地を支持育成して国際競争力を付与することといった改革の方向が

はっきりしてくる。 

筆者はこれらの一連の改革によって整備された中国の新しい食糧政策を国際競争志向政

策とよんでいる。その概念は第 2－3 図で示しているとおりであり、市場による価格形成と

主産地育成が政策の両輪となっている。中国の現在の農産物政策は全体として輸出志向が

極めて強い。そして食糧も決して例外扱いされているわけではない。ただし、食糧につい

ては、輸出促進だけではなく自給の確保が最大の課題とされること、現在の中国食糧は必

ずしも十分な国際競争力を有しているわけではないこと等から食糧政策が他の農産物政策

と異なる特殊なものとなっていることは言うまでもない。中国が食糧についても国際競争

力を強く意識しているのは、ＷＴＯ加入後、食糧輸入が増加して自給率が落ちることを懸

念しているためでもあろう。国際競争力の強化は自国の食糧自給率を維持する上でも必要

とされるのである。 

中国の食糧政策は、必要な制度的改正を経て、2001 年中に国際競争志向政策への移行を



 

－66－ 

終えたものと見ることができる。 

 

価格自由化 流通自由化 地域選択的技
術支援（新品
種導入等）

地域選択的農
家支援

市場による価格形成

国内供給の確保・国際競争力強化

主産地育成

第2－3図　国際競争志向政策の概念図
資料：筆者作成

国際競争志向政策

 

 

 

（３）国際競争志向政策の当初の効果 

 食糧に関する中国の国際競争志向政策は、国内価格は国際競争力を有するものに維持し、

食糧を自給した上で、さらに輸出を振興することを基本的な目的としている。 

 国際競争志向政策のこれまでの効果は第 1－5 図に示されているとおり、2000 年以降食糧

輸出量が大きく拡大していることに表れている。輸出量の拡大は、直接的には膨大な在庫

圧力と国内価格の下落による価格競争力の強化によってもたらされたものであるが、主産

地の育成、品質向上等によって食糧輸出を促進しようとする政府の強い輸出志向的な政策

の影響も無視することはできない。 

 WTO 加入以前において、中国は畜産物、野菜、水産物の価格は国際競争力を有している

ものの、食糧価格は国際価格よりも高いので食糧輸入は増加していくだろうと予測する向

きも多かったが、少なくとも 2003 年まではそのような予測に反する動きとなった。 

特に小麦については、中国の食糧需給が過剰基調になって以来輸入は激減し、一方で以

前はほとんどなかった輸出が増えるようになった。また、中国からの小麦の輸出はこれま

で飼料用であったが、2002 年 11 月には初めて食用小麦がインドネシアに輸出され、フｲリ
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ピン、ニュージーランド、ベトナム等にも食用小麦が輸出されるようになった9という。 

以上のように、2000 年以降に開始された国際競争志向政策は、2003 年ころまでは有効に

機能し、その目的も一定程度達成されていたものと見ることができる。しかしながら、国

際競争志向政策は、価格が下落しても価格形成は原則として市場にまかせることを基本と

しているため、価格の低迷が続けば食糧生産農家の生産意欲が低下し、生産量が減少する

ことはもとより予想されるところである。2003 年の食糧生産量の落ち込みはそのことを直

接的に示したものといえよう。食糧生産量が落ち込み、需給が逼迫することによって 2004

年には食糧価格が大きく反発して上昇するが、国内食糧価格の上昇は国際競争力を低下さ

せ、輸出量を減少させる。2004 年１－9 月の穀物輸出金額は前年比 64.2％のマイナス10とな

った。 

食糧をめぐるこのような情勢の変化に対応して、国際競争志向政策を基本的枠組みとし

つつも、新たな政策が 2004 年に打ち出されることとなる。 

 

 ２） 国際競争志向政策の新展開 

（１）１号文件食糧政策の展開 

 食糧政策の新しい方針は、2004 年 1 号文件として示された。中共中央から出される１号

文件は、1982 年から 1986 年まで連続で出されたことがあり、食糧増産等に大きな成果をお

さめたとされているが、今回の 1 号文件はそれ以来のものであり、中央政府の意気込みを

感じさせるものである。 

 2004 年 1 号文件には「農民収入の増加を促進することに関する若干の政策的意見」とい

う題名が付されているが、同文件は「食糧主産地の農民収入の増加幅が全国平均水準より

も低く、多くの純農家の収入は低迷甚だしくは下落を続けている」（同文件前文）こととい

った事態に対応するものであり、食糧政策に関することを主たる内容としている。農民収

入の伸び悩み、都市農村の格差の拡大等の矛盾が、直接的には食糧生産が後退することに

よってもたらされているという危機意識がその背景にあるものと考えてよいであろう。 

 第 2－3 表では、2004 年に発出された食糧政策に関する主要な文件（法規、規章、規範性

文件11）を掲げている。 

 

 

 

 

                                                        
9
中国対外経済貿易年鑑 2003、3 ページ 

10
インターネット http://www.mofcom.gov.cn/中国商務部対外貿易司「中国農産物出口月度統計報告」（2004

年 9 月）2004 年 11 月 19 日アクセス 
11
法規は国務院から出されるもので日本での政令、規章は国務院各部等から出されるもので省令に概ね該

当する。規範性文件は法令の形式をとっていないが実体法的性質を有し代替法規のない通知等をいう。 
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  第 2－3 表 2004 年食糧政策主要文件一覧 

 

このうち、「当面の中国の農村経済および農村政策」および「農民の積極性を十分に引き

出し食糧生産を増加させる」は 2004 年 1 号文件の背景、解釈、具体的方策等を示したもの

である。また、「食糧流通体制改革をさらに深化させることに関する意見」、食糧流通管理

条例等は、2004 年 1 号文件で示されていた食糧流通体制改革に関する方針を具体化し、現

実に実施するものと言えるであろう。「農産物輸出の拡大に関する指導的意見」は、「中央 1

号文件の農産物輸出の拡大に関する精神を貫徹するため」（同意見前文）に発出されたもの

とされており、農産物に関する強い輸出志向は 2004 年 1 号文件でも重要な位置を占めてい

ることを見て取ることができる。 

なお、これらの一連の施策は全て 2004 年 1 号文件で示された方針に基づくものであるの

で、本稿ではこれら 2004 年 1 号文件に基づく一連の施策を総称して 1 号文件食糧政策と呼

ぶこととする。 

（２）1 号文件食糧政策の内容および特色 

①食糧主産地発展政策 

 2004 年 1 号文件では、まず第 1 に食糧主産地の発展に関することが記述されており、食

糧主産地の発展は 1 号文件食糧政策の中でも最も重要な施策の一つとなっている。 

 食糧主産地の発展が重視される理由として二つの側面が考えられよう。一つは食糧価格

の低迷や生産量の落ち込みによって食糧主産地の農民収入の伸び悩みが最も顕著な問題と

・「農民収入の増加を促進することに関する

若干の政策的意見」（2004 年 1 号文件） 
・「当面の中国の農村経済および農村政策」 
 
・「農民の積極性を十分に引き出し食糧生産

を増加させる」 
・「食糧流通体制改革をさらに深化させるこ

とに関する意見」 
・食糧流通管理条例  
・「食糧卸売小売市場管理を強化することに

関する通知」 
・食糧買入資格審査管理暫定方法  
 
・「国有食糧購入企業改革をさらに深化させ

ることに関する指導意見」 
 
・「農産物輸出の拡大に関する指導的意見」 

2004.2.8 新

華社配信 
2004.2.9 
 
2004.3.31 
 
2004.5.23 
 
2004.6.4 
 
2004.7.2 
 
2004.7.21 
 
2004.8.1 
 
 
2004.10.18 

中共中央、国務院 
 
中共中央財経指導小組弁

公室 
国務院 
 
国務院 
 
国務院 
国家発展改革委員会、国家

糧食局、農業部 
国家糧食局、国家工商行政

管理総局 
国家発展改革委員会、国家

糧食局、財政部、国家税務

総局、中国農業発展銀行 
商務部、財政部、農業部、

中国人民銀行、国家税務総

局、国家質検総局、国家認

監委 
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なっているという面である。もう一つは食糧主産地に農業投資、優良品種導入等を集中さ

せることによって、高品質で生産効率の高い食糧生産を実現し、国内食糧供給を安定化さ

せるとともに国際競争力のある食糧産地を育成するという面である。ただし、これらの二

つの側面は裏腹の関係にあるため、それぞれ別に対策が講じられるというのではなく、二

つの側面とも食糧主産地の発展対策の中に溶け込んだ形で施策が講じられていることはも

ちろんである。 

 食糧主産地の発展のための具体的な施策として、2004 年から国家優良食糧産業工程を実

施すること、主産地を優先して優良品種・先進技術の普及を推進すること、大型農業機械

の導入に補助を与えること等が挙げられている。また、食糧主産地を飼料供給地として畜

産業を積極的に発展させること、2004 年から国有土地譲渡金の一定比率を農業土地開発に

用い高標準基本農地を建設すること等も新しい施策として今後の動きが注目される。 

 保護価格政策で見られたような基本的に全国一律の食糧増産対策ではなく、国際競争力

等も視野に入れつつ、主産地発展によって増産を実現しようという地域選択的生産対策は

国際競争志向政策の大きな柱であるが、1 号文件食糧政策もその方針に変わるところはなく、

それをさらに前進させ推進しようとするものになっている。 

②農家直接補助 

 農家直接補助はＷＴＯ規則との整合性を図ること等の観点から、国際競争志向政策の推

進を図る１手法として、2003 年以前においても試行的に実施されていた。2004 年 1 号文件

では農家直接補助を主産地において全面的に実施することとし、財源としては中央食糧リ

スク基金12から一部を充当することとした。農家１戸当りの補助金額の算出方法には地域に

よって差異があるが、一般的には食糧の作付面積に応じて機械的に分配される。 

 2004 年には 13 の食糧主産地である省に中央食糧リスク基金から 100 億元13が投入された

という。なお、現在、主産地以外の地域でも農家直接補助が実施されているが、その場合

には当該実施省の財政または地方食糧リスク基金で資金をまかなうこととされている。 

 農家直接補助も主産地に傾斜させることによって、地域選択的生産対策としての性格を

有するものになっていると言えよう。 

③価格政策 

 保護価格の対象を順次縮小し、食糧価格の形成を原則として市場に委ねることは国際競

争志向政策の重要な要素であるが、1 号文件食糧政策においてもこの方針は基本的に変わっ

ていない。 

 2004 年 1 号文件では食糧価格について触れるところはないが、食糧流通管理条例では重

点食糧品種が不足する場合には食糧主産地で必要に応じて最低買入価格を実施することが

                                                        
12
食糧市場価格の暴騰落の防止に寄与すること等を目的として、1993 年から中央および省、自治区、直轄

市の 2 クラスで設立された。中央食糧リスク基金の資金は中央財政が支出するが、地方食糧リスク基金の

資金は中央補助および地方財政支出によって構成するものとされ、その比率は原則として 1：1.5 とされた。 
13
趙徳余、顧海英「我国糧食直接補貼的地区差異及其存在的合理性」『中国農村経済 2004．8』 
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規定（同条例第 28 条）されている。また、食糧価格が高騰したときには価格法14 に基づい

て必要な措置をとることができる（同条）。 

 この最低買入価格制度は、従来の保護価格制度を廃止し、それに代わるものと理解され

ている15 が、保護価格制度が食糧の供給過剰によって価格が低落しているときを想定して

いるのに対して、最低買入価格制度は食糧の供給不足時に一定の生産量を確保することを

目的としたものであり、本来の趣旨は異なっている。なお、最低買入価格を実施するとき

は国家が必要な経済的優遇措置をとることとされている（同条例第 30 条）。 

 近年、食糧生産量が需要量に満たない状況が続き、食糧価格も一定の上昇を見ている現

在においては、保護価格制度は必要ではなくなり、最低買入価格制度の適切な運用によっ

て生産量を回復させ確保しようという意図であると考えられるが、この最低買入価格制度

が具体的にどのように運営され、どのように機能するかは現時点では必ずしもはっきりし

ない。 

④食糧流通体制改革 

 国有食糧企業が独占していた食糧買付業務を自由化するとともに国有食糧企業の経営を

改善しようとする食糧流通体制改革に関する取組は、価格の自由化と一対となって国際競

争志向政策の内容をなすものであり、その経緯は前述したとおりであるが、1 号文件食糧政

策ではさらにその深化がめざされている。 

 2004 年 1 号文件では「2004 年から国家は全面的に食糧の買入販売市場を自由化し、買入

販売多ルート経営を実行する」ことを明記した。前述のとおり、第 2－1 表の「食糧流通体

制改革をさらに深化させることに関する意見」はこの規定を受けたものである。 

 食糧流通管理条例では食糧経営に関する章（同条例第 2 章）を置き、食糧経営を行う者

の資格要件、義務等に関する基本的な規定を定めている。また、食糧買入資格審査管理暫

定方法において、食糧買入資格の要件、手続き等に関する規定が整備されたが、農家から

直接食糧を買い入れようとする者は県級以上の食糧行政管理部門から資格を取得すること

が必要（同方法第 4 条）という基本的な要件は従来と変わっていない。 

 国有食糧企業の改革については、第 2－1 表の「国有食糧購入企業改革をさらに深化させ

ることに関する指導意見」で具体的な方針が示されることとなった。同指導意見では国有

食糧企業の多額の負債の返済、古い在庫食糧の処理、人員の整理等に関する指針が示され

ているが、予算額等の数値については明示されていないため、現実に財源がどれだけ的確

に手当てされるのか、再就職先はどれだけ確保できるのか等、その実効性に疑問がないわ

けではない。いずれにしても、第 2－1 表の「食糧卸売小売市場管理を強化することに関す

                                                        
141997 年制定。価格法第 18 条では国民生活と重大な関係のある商品について政府は必要に応じて公定価格

を定めることができるとされている。 
152004 年 11 月 5 日付け黒竜江省農委の発表に関する記事は、今年から国家は食糧保護価格政策を取り消し

たが、水稲について買入価格を引き上げる規定を新たに定めたと報じている（インターネット

http://www.agri.gov.cn/中国農業信息網 2004 年 11 月 14 日アクセス。） 
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る通知」で、食糧市場ではここ数年「国有食糧企業の取扱いの比率が大幅に下落し、非国

有食糧経営者の取扱い比率が急速に上昇している」と明記されているように、国有食糧企

業の経営をめぐる環境は厳しく、その経営の合理化、改善は中国食糧流通体制改革の一つ

のネックとなっているのである。 

  

３．今後の課題 

 

 １） 財政負担 

 これまで、中国の食糧需給動向、ＷＴＯ加入等の中国の食糧をめぐる情勢の変化に対応

して中国の食糧政策も変化し、一方で食糧政策の変化が中国の食糧事情に大きな影響をも

たらしてきたことを述べてきた。 

 ところで、中国の食糧政策は、ここ 10 年、保護価格政策から国際競争志向政策へと転換

し、さらに 2004 年の 1 号文件食糧政策によって国際競争志向政策の新展開が見られる状況

へと推移しているのであるが、この 1 号文件食糧政策は国内食糧生産の振興・拡大をめざ

したものでもあるため、大きな財政負担を伴っている。 

 農家直接補助の全面実施のために 13 の食糧主産地である省に中央食糧リスク基金から

100 億元が投入されたことは２の２）の（２）②で述べたとおりであるが、これは農家直接

補助のための費用の一部にすぎない。また、農家直接補助以外にも食糧主産地発展のため

に優良品種補助および農業機械補助が実施16されている。 

 2004 年に中央財政は 1号文件食糧政策を実施するために農業支援額を昨年の 1200 億元か

ら 1500 億元へと増加させた17という。増加額は 300 億元（伸び率 25％）と極めて大きい。

この増加分は主として農村税費改革、生態建設、農村社会事業、中小農業施設等に用いら

れる18としており、農家への補助金はこれには含まれていない。 

 保護価格政策を実施していた 1998 年に中央財政による食糧補助額が 500 億元を超え（第

2－1 図参照）、財政負担が大きな問題になったことは記憶に新しいところである。当時より

も経済成長によって中央財政の収入は増えてはいるものの、上述のような金額は決して小

さなものではない。特に農家直接補助は、前述したように原則として食糧の作付面積に応

じて機械的に分配されるものであり、一定の食糧生産の維持ないし増産効果はあっても生

産性の向上に直接結びつくものではない。 

 現在は食糧生産の回復が優先されているためか財政負担の問題はほとんど議論されてい

ないが、今後さらに財政負担が増大するようなことになれば、１号文件食糧政策の適否が

                                                        
16
2004 年 11 月 8 日に中央電視台（国際）は、江西省新余市の農村の例をとりあげ、2004 年 1 号文件に基

づく食糧補助、優良品種補助、農業機械補助が稲作農家の増産増収に大きく寄与したことを報じている（イ

ンターネットhttp://www.agri.gov.cn/中国農業信息網 2004 年 11 月 14 日アクセス。）。 
17
2004 年 2 月 9 日付け「中央財経弁副主任陳錫文が“中央 1号文件”を解析する」と題する記事による（イ

ンターネット http://www.agri.gov.cn/中国農業信息網 2004 年 11 月 12 日アクセス。）。 
18
同上 
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問われることともなろう。 

 

 ２） 耕地面積および食糧播種面積の縮小 
 国内食糧生産の回復増産は 1 号文件食糧政策の直接の課題であるが、近年の経済成長に

伴って宅地、工場用地等の需要が増えていることから、中国での耕地の潰廃は急速に進ん

でおり、今後の食糧生産の確保に懸念を抱かせるものとなっている。 

 第 3－1 図は近年の耕地面積の推移を示したものであるが、ここ数年、耕地面積の減少が

加速しており、2002 年から 2003 年にかけては 200 万ｈａ以上の減少となっている。 

 耕地の潰廃については改革開放政策が開始されて間もない 1980 年代から問題視されてお

り、優良農地の確保等について一定の対策が講じられてきた19が、現在でも耕地の減少傾向

には十分に歯止めがかかっていない。 
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第3－1図　耕地面積の推移
資料：中国農業発展報告2004

  

 

このため、2004 年 1 号文件でも耕地の厳格な保護を重視することとされ、第 2－1 表に掲

げた「農民の積極性を十分に引き出し食糧生産を増加させる」では、最も厳格な耕地保護

制度を実行し、開発区をいたずらに拡大することについては厳しい姿勢で臨むことを規定

しているが、このことは反面で各地方での耕地の潰廃が深刻な状況にあることを示すもの

                                                        
191994 年に基本農田保護条例が定められ、さらに 1998 年には当該条例が廃止されて新しい基本農田保護条

例が定められている。 
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である。 

 耕地面積の減少とともに食糧播種面積も減少している。第 3－2 図の棒グラフは総播種面

積と食糧播種面積の推移を見たものであるが、総播種面積は現在でも 1 億 5 千万ｈａ以上

の水準を維持しているのに対して、食糧播種面積は 1999 年までは 1 億 1 千万ｈａ以上あっ

たが、2000 年以降毎年大きく減少し、2003 年には 1 億ｈａを切る状況となっている。 

 同図の折れ線グラフは食糧播種面積が総播種面積に占める比率（食糧播種面積比率）を

示したものであるが、2000 年以降その比率を急速に縮小させ、1996 年には 74％近い水準に

あったものが 2003 年には 65％にまで下落している。食糧播種面積比率の縮小は、中国にお

いても食糧生産は他作物の生産よりも比較劣位にあり、野菜、果樹等の経済性の高い作物

への転換が進んでいることを示すものである。  
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このように、耕地面積および食糧播種面積の縮小は、中国の経済成長、農産物消費需要

の多様化等によってもたらされた必然的な結果という側面を有している。1 号文件食糧政策

はあえてこのような傾向に歯止めをかけ、農家直接補助等の手法によって食糧播種面積の

拡大を図り、食糧生産の回復増産を図ろうとするものであるが、前述した財政負担の問題

もあり、一時的に食糧増産を実現することは可能であってもそれが恒久化するかどうかは

保証のかぎりではない。 

また、第 1－1 表で掲げたように、近年、食糧の単収の増加がほとんど見られなくなって

いることにも注意が必要である。単収の増がなくても優良品種への転換が進み経済性が高
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くなれば農家の所得の増加には有益であろうが、食糧生産量の量的な拡大に寄与するもの

ではない。1 号文件食糧政策が、食糧の品質向上および食糧生産量の増産の両者を企図して

いるものであることはもちろんであるが、両者は時に相反する面があり常に両立するもの

ではないということに留意しておく必要があろう。 

 

３） その他の問題 
 1 号文件食糧政策の課題ないし問題は、これまでに挙げたもの以外にもいろいろと考えら

れるが、ここでは特に食糧備蓄および農業経営規模の問題について触れておきたい。 

 中国では国全体の食糧のマクロコントロールは中央政府が行うこととされ、そのための

食糧備蓄体制の整備が進められている。中央政府の食糧備蓄規模の目標は 7500 万トン20  

とされるが、中央政府の食糧備蓄が食糧価格の安定化等のマクロコントロールにどれだけ

寄与するのかという点については疑問も多い。 

 備蓄制度の運用によって価格の安定を図るためには、食糧の放出等が適時適切に行われ

る必要があるが、現在のところその運用の基準等が必ずしも明確にされているわけではな

い。 

2004 年 3 月～4 月ごろに食糧価格は大きく上昇（第 1－3 図参照）したが、このときに食

糧備蓄制度が有効に機能した形跡は現在のところ見えない。 

食糧流通管理条例では、政策性食糧の買入および売渡は原則として卸売市場で公開実施

する（同条例第 26 条）こととされているが、今後マクロコントロール機能の適切な発揮の

ためには、卸売市場の整備を前提として、市場買入等の目的や基準の明確化を図るととも

に、国有食糧企業との関係21の見直しを含め、その機動的な運用を確保するための体制整備

が必要であろう。  

 農業経営規模の問題については、1 号文件食糧政策では特に触れるところがない。これは、

中国農村の焦眉の課題はまず農民所得の増加であり、農民所得の増加のためには必ずしも

経営規模を拡大する必要はなく、また、中国農村には１～２億人と言われる潜在的過剰人

口があることから現実的に経営規模の拡大は困難であることが考慮されているためであろ

う。 

 しかしながら、食糧生産に限って言えば、中国農村においても今後所得（労賃）が上昇

し農業の機械化が進めば必然的に農業生産費が上昇するので、それに応じて食糧価格が上

昇しなければ食糧生産の経営は成り立たなくなる。また食糧価格を上げずに経営を維持し

ようとすれば経営規模を拡大して経営の効率化を図るほかはない。 

 中国の食糧主産地は依然として純農村であるところが多く、労働力の移転先が少ないこ

とから基本的に経営規模の拡大は容易ではない。こうした状況の中で、食糧価格の形成を

                                                        
20
インターネットhttp://www.agri.gov.cn/中国農業信息網 「当前我国供求形勢分析」2003 年 9 月 24 日アク

セス 
21
かつては備蓄食糧の売却は原則として国有食糧企業に対して行われていた。 



 

－75－ 

市場にまかせたままで農民所得の増加と食糧生産の維持の両立を図ることは現実的には必

ずしも容易ではないのである。 

 最低買入価格制度の導入は、この矛盾の一部の解決を図るものであるが、同制度の運用

如何によっては中国の食糧価格が国際価格よりも高い価格に固定されることとなるおそれ

がある。そうすれば、中国政府がこれまで進めてきた国際競争志向政策が事実上放棄され

ることとなるが、そのような事態は中国政府としては避けたいところであろう。 

 

 おわりに 

 

 本稿では、以上に述べてきたとおり、 

一 近年の中国の食糧需給は、1990 年代後半に空前の過剰生産が継続した後、2000 年以降

大きく下落するという推移をたどっていること。価格は 2000 年に底を打ち、2002 年まで低

迷を続けたが、2003 年以降上昇基調にあること。 

二 上述の需給および価格の変動は、保護価格政策から国際競争志向政策に移行した食糧

需給政策の転換によってもたらされたものであること。国際競争志向政策は、国内価格を

国際競争力を有するものに維持し、食糧を自給した上で、さらに輸出を振興することを基

本的な目的としているが、価格の低迷によって農家の生産意欲が低下し、食糧生産量が減

少することとなったこと。このため、国際競争志向政策の枠組みは維持しつつ、2004 年か

らは、食糧主産地発展政策、農家直接補助等の政策の強化等を図る 1 号文件食糧政策が実

施されることとなったこと。 

三 1 号文件食糧政策は、大きな財政負担を伴っているとともに、耕地面積の縮小等の中国

の食糧生産をめぐる課題は多く、今後の食糧需給の動向は必ずしも予断を許すものではな

いこと。 

を明らかにしてきた。 

 中国の食糧政策は、今、大きな岐路に立っている。1 号文件食糧政策は、国際競争志向政

策の枠組みは維持しているが、主として財政負担によって一定の食糧生産量の確保を図る

ことを基本的な考え方としている。ただし、中国の食糧生産が極めて多数のほぼ均一な零

細農家によって担われていること、農地の潰廃や食糧作付面積の縮小は中長期的に避けら

れないことといった事情は全く変っていない。したがって、一定の食糧生産量を確保しよ

うとする限り、今後、財政負担がさらに増大していくことが想定される。一方で、現状で

財政負担を減少させれば食糧生産量は明らかに落ち込み、相当量の食糧輸入を余儀なくさ

れる事態となろう。中国政府は、現在、主産地育成等によって食糧生産の効率化を図り、

国際競争力を強化させることによって、自給率を維持するとともに、財政負担を増大させ

ない方策を模索しているものと見られるが、こうした方策の効果は少なくともすぐに表れ

るものではない。今後の食糧需給の動向によっては、食糧流通の自由化ないし市場化とい

う基本的方向性まで転換することとなる可能性は少ないと考えられるものの、中国の食糧
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政策が再度大きく変化する可能性は否定できないのである。現在の中国の食糧政策が必ず

しも安定したものではないということを念頭に置きつつ、今後ともその動向を注視してい

く必要があるものと考えている。 


