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中国農業の現状と政策展開 

 

 

１．はじめに 

 

 2006 年 12 月 22、23 日の２日間にわたり、中共（中国共産党）中央委員会主催の中央

農村工作会議及び農業部主催の全国農業工作会議が同時に北京で開催された。前者は華建

敏国務委員兼国務院秘書長が主宰し、農村工作担当の回良玉中共中央政治局員兼副総理が、

後者は新任の孫政才農業部党組織書記（元中共北京市党委員会秘書長）が基調報告を行っ

ている。中央農村工作会議の場合はここ３年間続いた胡錦涛、温家宝ら中央政治局常務委

員の出席はなく、農業プロパーの全国農業工作会議との実質的な合同会議となった。陳良

宇上海市党委員会書記の失脚など政権内部の事情も考えられるが、すぐに述べるようにマ

クロ経済政策における農業・農村政策の位置づけがやや低下した感も否めない。これは

2003 年以来３回続いた中央農村工作会議及びそれらを受けた一連の「党中央一号文件」に

よるマクロ政策の転換が一定の成果を挙げ、政策的には一段落したことの反映でもある。 

 他方で昨年末の２つの会議は、農業部長への就任が予定された新任の孫政才農業部党組

書記のいわば中央政界へのデビューとしても注目された。すなわち孫書記の就任はまずも

って前任の杜青林農業部長兼党組書記の四川省党委員会書記への転出（12 月初旬）を受け

た人事である点が注目された。四川省党委員会書記のポストは党中央政治局員クラスと目

されることから、これまで「上がり」のポストと目された農業部長の地位の相対的な格上

げを意味するものであった。つぎに農業部長への就任が予定された孫政才新書記は 1963

年 9 月生まれの弱冠 43 歳、北京市農林科学院出身の農学博士で、北京市の農業畑から市

の党幹部として頭角を現した人物であり、一級行政区の副書記級（副部長級）の地位を経

ることなく部長級に抜擢されるという異例中の異例の人事であった。ちなみに孫書記の農

業部長就任は 2006 年 12 月 29 日の全人代常務委員会で杜青林前部長の更迭とあわせて事

後承認されており、党・政府を通じた人事面における党主導の体制を改めて確認するもの

であった。 

 

２．農業生産と農産物貿易 

 

中央農村工作会議と並行して開かれた全国農業工作会議に関する報道では、孫政才農業

部党組織書記が基調報告し、同年の食糧生産を４億 9000 万トン以上として「社会主義新

農村建設」に向けて好スタートを切った」と評価している（『農民日報』2006 年 12 月 26

日）。すなわち同記事によれば、「食糧生産は 85 年以来はじめて３年連続の増産で．．．．．

農民の所得も同じく３年連続で６％以上の増加となり、綿花、糖料作物、野菜、果物、茶、
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養蚕、肉類、玉子類、酪農品、水産物のいずれも増産であった」という。「３年連続」と強

調される点に、この 20 年来の農業生産の不安定性を垣間みることも可能である。しかし

胡錦涛・温家宝政権としては国民経済の基本となる農業生産を安定的に維持できたという

意味で、まさにこの３年間に担ってきたところの自らの経済政策に自信を深めていること

であろう。 

 表１では主要作物の生産状況を 1999 年以降の数字でみた（2006 年については綿花を除

き予測値）。食糧の生産はトウモロコシを除き基本的に峠を越えたと判断される。総じて畜

産、酪農、水産業は成長部門で、野菜も含め主食以外の商品作物の需給量も今後とも伸び

そうな趨勢であるが、綿花の場合は変動が大きすぎる嫌いがある。また表２では主要農産

物についての生産及び輸出入の変動を含む供給状況をみたが、稲や小麦、トウモロコシの

場合は国内生産の変動を補完する形で貿易が変動していると考えられる。しかし綿花や大

豆の場合は表１と対照すれば明らかなように、国内供給の如何にかかわらず輸入が増大し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１ 主要農水産物生産量の推移 
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つまり主食としての米や小麦の直接消費が頭打ちになる一方、トウモロコシについては

エサ、デンプン用の間接消費や、ガソリン不足を補完するバイオ・エタノール用の消費が

増えている。デンプン・醸造用ということであれば、イモ類も同様である。大豆は国内生

産が維持されつつ、搾油用もしくは食用油としての輸入がすでにこれを上回る形で大量に

行われている。アメリカからの遺伝子組み換え大豆やブラジル大豆である。つまり食糧は

国内での安定供給を目指す一方、綿花や大豆は輸入依存に傾斜し、その他の労働集約的も

しくは輸送が困難、または輸送費の高い商品作物は自給、また需給の如何では輸出に仕向

けるという構造である。 

商品作物へのシフト、つまり「農業産業化」は、農産物需給の基調変化に起因する一種

の構造調整と考えられる。1990 年代末より始まった「退耕還林」（耕地から林野への転換）

などは環境政策であるとともに減反つまり構造調整である。そして 21世紀に入って以降、

対韓国ニンニク輸出、対日本農産物輸出入をめぐり、セーフガードや残留農薬問題などの

貿易摩擦が生じている点は周知の通りである。国内調整が対外関係にまで及んでいるとい

うことでもある。 

農業生産の 2006 年実績に関しては 07 年 2 月末現在、いまだ詳細な数字は与えられてい

ない。ただし通関統計で示される農産物貿易の状況については通年の数字が与えられてお

り、表３、表４ではこれを時系列にまとめた。 

 貿易統計速報で与えられた 2006 年の数字は、全国農業工作会議の報道（『農民日報』、

前出）を裏付けるものであり、現状における国内の需給構造を踏まえた農業をめぐる中国

の国際関係を如実に示すものであろう。とりわけ小麦の純輸出化は、中国が長期にわたり

小麦の純輸入国であった歴史に鑑み、興味深いものがある。穀物直接消費の絶対的減少や

米消費へのシフトを背景とする象徴的な事態といえよう。他方で国内農業における構造調

整すなわち農業産業化、商品作物へのシフトは油糧作物・綿花・砂糖の輸入拡大を伴いつ

つ、野菜、果物、水産物の輸出拡大という形で対外関係に反映されていることになる。豚

肉や家禽の純輸出額も踏まえるならば、中国は香港・澳門や近隣の東アジア・アセアン諸

国に対し、農産物貿易にかかわる優位性をも一部で有しているといえよう。 

ちなみにすでにみた 4億 9000万トン以上という 2006 年の食糧生産の数字の示すとこ 

表２ 食糧・綿花の国内生産量及び貿易量 
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ろ、中国の将来人口を 16億としても現状を維持すれば人口１人当たり 300kg を確保でき

るということである。１日１斤（500グラム）の主食と大豆蛋白、それに野菜さえあれば、

肉を食わずとも人は生きていける。つまり中国の場合、国内農業のみで潜在的に生存維持

水準を達成できる水準にあるというべきである。 

ただし農業は気象変動の影響が大きく、需給変動を招きやすい。この 20 年間に３年連

続の持続的豊作がなかったという既出の指摘は、一連の規制緩和によって農産物市場に特

表３ 農産物貿易の推移（１） 

表４ 農産物貿易の推移（２） 
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有な「蜘蛛の巣サイクル」（市場の失敗）が頻繁に出現したと理解することが可能である。

さらにはこうした変動を適切に緩和できなかった政策的介入の失敗、つまり「政府の失敗」

の結果とも理解できる（田島, 1996）。輸出入の変動は、したがって需給変動にタイムラグ

を置く形で出現したと考えられる。さらに長期的な変動要因として、環境制約の顕在化や

収穫逓減の壁、さらには消費サイドにおけるカロリー摂取の上限・穀物直接消費の逓減（主

食の劣等財化）、過剰下の農業の比較劣位産業化、農家の兼業・離農傾向といった点を指摘

できる。農業生産が化石エネルギーによって支えられているという脆弱性にも留意しなけ

ればならない。こうした長期的な趨勢のもとに、90 年代半ば以降、とりわけこの３年間に

従来の農業搾取的な政策から農業保護への軌道修正がはかられてきたと理解される。 

 

３．農村工作会議と農政の基本方向 

 

2002 年 11 月の第 16 回党大会で成立した胡錦涛・温家宝政権は、従来の「先富論」に

示されるような規制緩和を中心とする市場化や私営化、さらには外資の直接投資や輸出主

導工業化に傾斜した経済政策から、「調和社会」をスローガンに、社会保障やセーフティネ

ット、公共サービスの充実、格差是正・機会均等をめざし、内需主導型の安定成長路線に

軌道修正しつつあると考えられる。その象徴が 2004 年以降、「党中央一号文件」として年

頭に示されてきた、農政に関する共産党の基本方針である。すなわち一連の「党中央一号

文件」は、いずれも前年末に開催された「中央農村工作会議」における基調報告にもとづ

く年頭のメッセージであり、04 年の場合は「農民所得の増加」、05 年は「農業総合生産力

の拡充、二つの減免・三つの補助」、06 年は「社会主義新農村建設」、そして 07 年は「農

業近代化の促進」という形で、標題において政策目標が要約される。 

こうした農政に関する「党中央一号文件」は、じつは 80 年代前半にも同様に通達され

たことがある（いずれも太田ほか, 1985, 1986 に訳出されている）。当時にあっては全国の

農村における集団農業から個別経営への制度変化や流通規制の緩和を追認するものとして、

いわば経済改革を保障するものとして大きな意味をもった。その後 20年ほどの中断の後、

胡錦涛政権になって鳴り物入りで復活したといういきさつがある。逆にいえばこの間、農

村で先行した経済改革が一服し、改革が第二次産業、第三次産業などの非農業に傾斜する

とともに、「一号文件」による通達の必要性が後景に退いたという経緯があった。胡錦涛時

代における農村政策に関する「党中央一号文件」の復活は、その意味で政策基調の変化を

如実に物語るものであった。 

既述のように胡錦涛政権における農政担当は回良玉政治局員・副総理であり、副部長ク

ラスの陳錫文中央農村工作領導小組弁公室主任（中央財経工作領導小組弁公室副主任）が

年末の中央農村工作会議をはじめとする農政全般を担当し、実務にかかわる農業部、国家

林業局、水利部、国家糧食局、予算にかかわる財政部、国家発展改革委員会その他の行政

部門との調整をはかる体制となっている。 
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１）社会主義新農村建設と農業近代化 

2005 年末の中央農村工作会議では胡錦涛総書記が演説し、「三農問題」（農業、農村、農

民問題）の解決を党の活動の「重点中の重点」とすることで経済社会の発展において主導

権を得ることができるとし、政策的な取り組みの重要性を強調した。06 年中共中央一号文

件によれば、その中身は「生産の発展、生活の充足、郷村の平穏、管理の民主化」（生産発

展、生活寛裕、郷風文明、村容整潔、管理民主）であり、具体的には以下の項目である。 

 

①都市・農村の発展を一体ととらえ、社会主義新農村建設を着実に推進する。 

②農業の近代化を促進し、社会主義新農村建設の産業的基礎を強化する。 

③持続的に農民所得を増やし、社会主義新農村建設の経済的基礎を固める。 

④農村インフラの整備につとめ、社会主義新農村建設にかかわる物的条件を整える。 

⑤農村の社会事業を発展させ、社会主義新農村建設の担い手たる新しい農民を育む。 

⑥農村改革を徹底し、社会主義新農村建設にかかわる制度的保障とする。 

⑦民主的政治制度を強化し、郷村ガバナンスを十全なものとする。 

⑧党の指導を強化し、全党・全社会一丸となって社会主義新農村建設に参与する。 

 

また会議と並行して開催されていた全国人民代表大会常務委員会では、2006 年１月 1

日を期して全国一律に農業税を廃止することが決定され、同様に「全国農村義務教育経費

保障システムの改革にむけた工作会議」においても、農村における義務教育経費の国庫負

担が今後の政策目標として打ち出されている。 

ちなみに 2006 年の中央政府の「三農」関係予算は、同年の全人代における財政部長報

告によって 3397 億元とされ、内訳としては①農業税・農業特産税改革にかかわる地方財

政補填分として 782 億元、②「３つの補填」のうち 13 省・自治区を対象とする食糧直接

補填 125 億元、優良種子補填 40.7億元、農機具補填 6億元、③農村医療保険制度再建に

かかわる補助金 47.3億元、④その他、農業総合生産力の向上にかかわる基盤整備、生態環

境整備、農業科学技術、農業綜合開発、貧困対策などとされる（2006 年 3 月 5 日の第 10

期全人代第４回会議における金人慶財政部長の報告）。 

この 3397 億元という数字はその後広く流布されるに至っているが、地方政府の農業予算

を含まず、他方で農業税等の廃止による地方歳入の不足を補う「移転支出」や、従来は存

在しなかった現金による直接補助金をも含めて「三農」関係予算と称している点に留意す

る必要がある。これに対し、全人代などでの報告では「農業関係」の予算として、中央・

地方財政を連結した「国家財政」の形で数字が示される（表５）。これとても農村救済費が

農業関係支出と示されるなど定義上の問題は残るが、この概念での農業関係予算の変動は

微妙である。つまり財源補填や直接補助を除く農業プロパーの予算は、必ずしも増えては

いないことになる。 
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２）第 11次５カ年規画 

社会主義新農村建設と表裏の関係にあるのが、06 年春の全国人民代表大会で採択された

「第 11次 5カ年規画」(2006-10 年）である。こちらの担当は国家発展改革委員会で、農

業関係については杜鷹副主任が起草に責任を負った。従来は「5 カ年計画」であったもの

が、指令性計画の性格を薄めるべく「規画」に改められ、ガイドライン的なものになった

と理解される。 

第 11次 5カ年規画は 14篇 48章からなる大部なものである。第 1篇「指導原則及び発

展の目標」では、まず新５カ年規画の位置づけとして、共産党の提起する「科学的発展観

の樹立」と「社会主義的調和社会の建設」という「重大な戦略思想」にのっとり、「小康社

会」を建設するための鍵となる時期及び計画としている。とりわけ 2000 年代前半に顕在

化した耕地、水利、エネルギー及び鉱物資源のボトルネック、脆弱な生態環境、不合理な

経済構造、それに「三農問題」などの解決が喫緊の課題であるとする。そして 5 年間のマ

クロな中期目標として、GDP 年平均成長率 7.5％、一人当たり GDP の倍増、都市部新規

就業増及び農業労働力の移転各 4500万人、都市部失業率５％未満、第三次産業対 GDP比

表５ 国家財政における農業関係支出 
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3％増、同対就業人口比 4％増、試験研究費対 GDP比の２％への引き上げ、といった数字

が示されている。とりわけ資源の総合利用につとめ、GDP 当たりエネルギー原単位の 20％

削減、工業付加価値１単位当たり用水量の 30％削減、農業用灌漑水利用効率の 50％への

引き上げ、工業固形廃棄物総合利用率の 60％への引き上げなどを打ち出しているのが注目

される。 

また都市・農村の協調的発展を促すべく、社会主義新農村の建設に力を入れるとともに、

都市化率を高め、公共サービス、所得水準及び生活水準の格差拡大に歯止めをかけるとし

ている。平均教育年限９年を目標とし、公衆衛生・医療体系を整備し、社会保障の普及に

努め、都市部の公的年金加入者を２億 2300 万人とする一方、農村部においても協同医療

加入率を 80％以上に引き上げるとしている。ただし農村部における年金制度の普及につい

ては言及されてない。 

さらに人口規模を 13億 6000万人に抑えるとともに耕地面積１億 2000ヘクタールを確

保し、汚染物質の排出を 10％減らし、森林面積率を 20％に引き上げるなど、生態環境の

悪化に歯止めをかけるとしている。都市・農村を通じ、１人当たり可処分所得の伸びを 5％

と見込む。 

総論に続く第２篇「社会主義新農村の建設」では、ほぼ 2006 年「一号文件」の内容を

承けつつ、よりマクロな視点にたち、農業生産、農家所得、農村整備、教育・技能形成・

文化、農業・農村に対する投入、及び農村改革に分け、より具体的な内容目標を示してい

る。 

 

３）2006 年の農業税財政と政策措置 

2006 年 10 月の農業部でのインタビューによれば、食糧直接補填は中央・地方財政合計

で 142億元（04 年 116億元、05 年 132億元）、その他に中央政府分として農機具補填は 6

億元に（04 年 0.7億元、05 年 3億元）、主として小麦、水稲、トウモロコシ、大豆を対象

とする優良品種補助 40.7億元（04 年 28.5億元、05 年 38.7億元）のほか、漁業用燃料費

補填 28.9 億元及び農業資材支出増総合直接補填 125 億元が臨時的に支出されたという。

また減免措置としては農業税、牧業税、特産税、原木税を対象に 15 億元を新たに免じ、

2000 年に比し 1200億元の減になったという（以上合わせて現状では「三減免四補貼」と

称す）。さらにその他の補助金として、文化・衛生・教育、農村のインフラ整備などが広義

の農業・農村対策として講じられ、とりわけ農村における居住条件の改善を目指し、メタ

ンガス（沼気）発生装置に対する助成が 225万世帯分で 25億元支出されたという。 

ちなみにこのインタビューによれば、社会主義新農村建設のモデル事業として農業部の

35カ所をはじめ、各地・各部門によって「箱物」主体のモデル農村づくりが全国で始まっ

ているという。ただし政策当局の意図は単なる箱物中心の基盤整備ではなく、農業近代化

及び統治の基盤としての行政村の整備、つまり基盤整備や補助金の受け皿としての行政村

もしくは中間組織の制度化にあるようだ。 



 153

2006 年の特筆すべき農業関連の政策措置として、10 月の全人代常務委員会における「中

華人民共和国農民専業合作社法」の採択を指摘できる（07 年 7 月より施行）。これは従来

の流通関係の協同組織である「供銷合作社」や、同じく金融組織である「農村信用社」の

改組・組織再編を踏まえつつ、80 年代以降、農村部で取り組まれてきた技術普及関係の「専

業協会」を制度化しようとするものである。かかる新たな協同組織の形成は、行政村を補

完し「新農村建設」の一翼を担うものと期待されている。 

専業協会はそもそも科学技術委員会（部）系統の大衆組織として形成されたという歴史

的背景をもち、のちに農業系統と連携しつつ、農業産業化の動きとともに主要農産地を中

心に設立されてきた。したがって組織系統及び予算措置に関してはやや微妙な問題を抱え

ての制度化である。組織論的には協同出資を旨とし、一人一票もしくは利用に応じた構成

員の権利を認めるなど、基本的に協同組合原則に則る。ただし企業組織による参加を認め

るなど、一面では大胆な内容になっている。したがって流通関係の組織化やアグリビジネ

スの役割も期待されているが、金融機能に関しては信用合作社や郵便貯金との関係、さら

にはマクロな経済運営との関係で、やや微妙である。中国では 1980 年代末から 90 年代後

半にかけ、集団農業の時代より残された「集団資産」を元に、農村信用社とは別個に農業

系統で「農村合作基金会」の取り組みが行われたが、90 年代末の景気後退の過程で、不良

債権処理を名目として強制的に廃止されるという経緯があった。「社会主義新農村建設」関

係の文書や「中華人民共和国農民専業合作社法」における記述にはやや曖昧なところがあ

るが、以下のみる 06 年の中央農村工作会議での議論にみる限り、農村における組織化の

一環として、私営もしくは協同的な金融組織の試行が改めて容認される可能性もあるとい

うべきであろう。 

 

４）2006 年中央農村工作会議での議論 

2006 年 12 月 22・23 日に開催された中央農村工作会議では「農業近代化を促進し社会

主義新農村建設を推進するためのいくつかの意見」と題する文書をめぐり議論が行われた。

既述のように華建敏国務委員（国務院秘書長兼中央財経工作領導小組弁公室主任）が主催

し回良玉政治局員・副総理の参加に止まるなど、トーンを下げての会議となった。逆にい

えば「三年連続」の豊作ということでまずまずの成果を収めたことから、これを打ち固め、

より長期の課題を議論する場となった模様である。 

2007 年中共中央一号文件は 1 月末に発表されたが、農業近代化の考え方として、①近

代的な物的条件を装備した農業、②近代科学技術によって改造された農業、③近代的産業

体系をバックログとする農業、④近代的な経営方式にもとづく農業、⑤近代的な発展理念

にもとづく農業、⑥新しい農民によって担われる農業、の６点を挙げ、具体的な目標とし

ては農業水利化・機械化・情報化水準の引き上げ、土地生産性・資源有効利用・労働生産

性の引き上げ、農業の資質・効率・競争力の引き上げをうたっている。すなわち農業の近

代化とは伝統的な農業を改造し、生産力を引き上げるプロセスであり、農業発展の方式を
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改め、内実を伴った成長軌道に移行することだという（「又好又快））。 

こうした長期目標のもと、2007 年における農政の中身として、都市・農村の一体的発展

を目指し、①工業及び都市の側から農業を補助する、②補助を増やして負担を軽減する方

針のもと、農業支援を増やし、投入を増大させ、農業近代化をすすめ、公共サービスの拡

充に努め、農村改革を継続・深化し、食糧を安定的に発展させ、農民所得の持続的拡大と

農村における調和社会の実現をはかるとする。また新たな取り組みとして、各種価格支持

の拡大、農業保険・再保険の試行、基盤整備の拡充、バイオマスなどエネルギー問題に対

する取り組みの強化、資源節約型農業の普及、農業をめぐる IT 環境の整備などを打ちだ

している。 

さらに農業の多面的価値を新たに取り上げ、食品供給のみならず原料供給、雇用、生態

環境の保全、レジャー・休養、文化の継承などについて言及しているのが注目される。 

 

４．むすび 

 

以上で示した政策の動向を踏まえ、目下の中国における最大の農業・農村問題であると

ころの農家世帯と都市世帯との間の所得格差に即して、問題の所在と政策的対応の問題点

について考察し、まとめとしたい。 

表 6 では日本の農家経済調査及び家計調査に相当する中国のサンプル調査の結果を示し

た。日本と同様、農家の場合は農業経営という自営部門を含む数字である点に留意する必

要がある。また世帯構成世帯員あたり所得が顕著に向上し、エンゲル係数も順調に低下し

表６ 農家経済収入及び都市家計所得の格差とエンゲル係数 
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ているものの、世帯員の数も物価水準も非農業世帯と異なることから慎重な議論が必要で

ある。 

中国の場合、所得格差は、近年明らかに拡大している。比較の意味で同様に計算した日

本の数字を示すが（表 7）、1950 年代半ば以降すなわち高度成長とともに拡大した所得格

差は 1960 年前後をピークに縮小しはじめ、67 年以降は農家の方が世帯員あたりの所得水

準が高くなっている。これを世帯あたりでいうと、さらに早くから農家の方が豊かになっ

ていることになる。農家の所得はもちろん兼業収入に支えられ、かつ女性の労働力率も高

い。日本の経験からいえば、発展途上の段階では所得格差が拡大し、「無制限労働供給」

（A.Lewis）の終焉とともにこれが縮小に転じ、兼業機会や農業保護の拡大により農家所得

の方が高くなるということであろう。この見当で、台湾における最初に数字のとれる 1974

年のデータを表 8 に示すが、日本の 60 年前後より格差は大きいものの、中国ほどではな

い。現段階の中国の所得格差は社会の安定にとって大きすぎるというべきであろう。 

 顕著な農工間所得格差の原因としては、①途上国要因、②社会主義要因、それに③改革

開放要因を挙げることができる。すなわち伝統経済下の零細農耕・農村過剰人口を初期条

件として工業化が進んでいること、計画経済期の農業搾取的な資本蓄積体制の下で長らく

労働力移動が規制され、農村部に人口を封じ込めてきたこと、改革・開放政策のもとに農

産物の価格形成が市場化・国際化し、他方で管理的専門的職層における所得形成が国際化 

 

表７ 日本の農家・非農家の世帯当たり消費水準格差 
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していることなどを指摘できる。海外経

験の豊富な大学教師や外資系企業に働く

ニューリッチは、先進国水準の所得を得

る一方で、安い物価水準も享受している

ということである。 

 経済学の世界では「ペティの法則」と

いう経験則がある。経済の発展とともに

国民所得や就業者数に占める第一次産業

比率が低下し、第二次産業そして第三次

産業が増えるという法則である。2005

年段階の中国では GDP に占める第一次

産業の比率は 12.6％であった（『中国統

計年鑑 2006』）。日本では 1960年代前半、

台湾では 70 年代半ばの数字である。中

国の場合、移行経済期に入ってからの第

一次産業比率の低下は顕著で、あと 30

年か 40 年もすれば、今の台湾や日本並

みの数字になるであろう。 

 他方で就業人口比率はどうか。兼業労働力をどの産業に帰属させるかという大問題があ

り、直近の数字は与えられていない、現状ではこれを約 40％と押さえることは可能であろ

う（表 9）。日本の場合、1930 年代に 50％を切り、戦中戦後の変動はあったが、現状では

表８ 台湾における世帯員当たり家計所得（1974 年） 

表９ 中国におけるペティーの法則の貫徹 

（就業） 
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4％程度である。台湾の場合は 60 年代半ばに 45％前後で、現状では 7％程度。「ペティの

法則」による限り、中国もこうなるのは時間の問題であろう。 

さらに農業経済学の分野でよく使われる「農業問題三段階説」を使って、中国農業の位

相を歴史的に再確認しておこう（速水佑次郎・神門善久『農業経済論新版』岩波書店、2002

年）。 

 

（１）低所得レベルの食料不足段階 

 産業革命期イギリスの穀物条例や、日本の米騒動に象徴されるように、産業発展や景気

拡大とともに増大する非農業人口をどうやって養うかという段階で、自由貿易に行くか、

「食管法」や「食糧配給」によって不足する食糧を平等に分配し、穀物価格の上昇＝労賃

上昇を抑える政策が採られる。計画経済期の中国は、とどのつまりこの段階にあった。 

 

（２）中所得レベルの農工間所得格差段階 

 農産物供給が相対的に潤沢となり、価格低迷により農業所得が伸び悩み、農工間所得格

差が顕在化する段階で、50 年代の欧州や 60 年代の日本のように、農業基本法が制定され、

所得均衡を目指し構造改善政策や農業保護政策が採用される。もっとも日本の場合、より

正確には河野一郎農林大臣のもとで 1956 年に始まった「新農村建設」において構造改善

事業が始まったとすべきであろう。八郎潟干拓で有名な大潟村の大規模な水田造成事業は

「新農村建設」の代表事例である。同様に 70 年代以降の韓国・台湾においても、国境措

置や構造調整・価格支持政策が始まっている。90 年代末以降の中国における農業産業化や

公租公課改革、さらには 06 年以降の「社会主義新農村建設」、いってみれば 50 年遅れの

「新農村建設」についても同様である。 

 

（３）高所得の構造調整段階 

 日本の場合は 1960 年代後半より米余りが顕著になり、補助金を付けて転作を促す減反

政策が始まっている。既述の中国における「退耕還林」も、価格支持で耕境内化した農地

を補助金付きで元の林野に戻すという意味で、典型的な構造調整政策でもある。 

 さて「ペティの法則」や「農業問題三段階説」はいわば経験則であって、すべての国が

この通りの経緯をたどるとは限らない。中国には中国の特殊性がある。この点を踏まえつ

つ、現状の政策面における問題を指摘し、まとめとしたい。 

まずもって中国は大陸国であり、大国としての特殊性がある。 

輸送コストがかさむことから広域市場の形成が困難で、地域自給に傾斜せざるを得ない。

地域労働市場・兼業機会の形成が遅れ、労働力移動は挙家離村に傾斜することになる。公

共サービスや電気・ガス・情報インフラ等の供給におけるユニバーサル・サービスが困難

なことも、兼業的な就業形態を阻害する。また水資源・環境制約が強く、環境維持コスト

が高いことから、水土流出などの外部不経済が生じやすい。 
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広大な国土なるが故のメリットもある。手労働による田植えや麦刈り・稲刈り、綿花摘

みのような季節的出稼ぎはともかく、作季の違いを利用したコンバインや大型田植機によ

る広域的な機械利用サービスの展開は、日本のような島国では考えられない。 

 大国なるが故に国内需給・貿易変動の国際経済に与える影響が大きい。中国が大量に穀

物を輸入すれば国際価格が上昇し、翌年には国内供給が増えるという意味で、レスター・

ブラウンなどが主張した悲観説はそもそも経済学的ではない。 

 中国が後発国であることは否定できないが、先進技術や交通・情報通信革命の成果を享

受できるという意味で、「後発の優位性」がある。しかしこうした技術は往々にして労働節

約的であり、長期的に見て過剰人口の堆積は不可避である。他方で 70 年代以降の計画出

産政策のおかげで少子高齢化が進展し、都市部を中心に就業機会が拡大している。残存す

る計画経済的規制をすみやかに撤廃し、農村部の過剰人口を都市に吸収する条件が存在す

るというべきである。 

しかし農業生産の安定的維持を基本政策とする限り、農村部におけるインフラ整備つま

り「社会主義新農村建設」や農業近代化は不可避な課題である。ただしその場合には、日

本などと異なる中国的な特徴を指摘しておく必要がある。 

すなわち村落共同体の欠如もしくは希薄性である。夜警国家的な慣習や同族結合はあっ

ても、生産的な意味での共同体や中間組織、自治村落は、人工灌漑の展開した江南地域や

一部の山間地域を除き、中国では未発達であった。人民共和国期に取り組まれた水利建設

や、それらを媒介とする農業協同化の取り組み、60 年代から 70 年代にかけての農政の基

本である「農業は大寨に学ぶ」運動は、いってみれば上からの政策的な共同体作りであり、

それと表裏の関係にある農業インフラの整備であった。移行経済期の農村改革とは、まさ

にこうした組織化とは対極的な個別化であり、市場化であった。 

かかる矛盾は農地保有をめぐる紛争の頻発に象徴的に現れている。近年問題となってい

る農村問題は、農産物価格の停滞と農工間所得格差を底流としつつ、多くは土地収用やそ

れにかかわるキャピタル・ゲインの帰属をめぐる紛糾である。その意味では法治の未発達

によるものである。ただし主流的な法律学者や政策当局は農地請負権の物権化を主張し、

農業経営・農家経済の安定化を目指している。2007 年春の全国人民代表大会では周知のよ

うに民法典の整備の一環として物権法が上程された。 

他方で地代の徴収を含む公租公課は、21世紀に入って以来の「税費改革」や農業税・農

業特産税（煙草関係を除く）廃止などの形ですでに禁止されている。ただしこの結果とし

て、せっかく零細農家が耕作を放棄してできた大規模農場や大規模経営が、農民の農地返

還要求で瓦解する事態が各地で頻発している。 

農業生産の安定的維持と、生活保障的な個別農家による農地利用の物権化を一方ではか

りつつ、他方で農業の構造調整を進め、そのための受け皿として農村における集団的枠組

みを強化するという、場合によっては相反する政策的課題に中国の農政当局は当面してい

るというべきであろう。 
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