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草原遊牧業経営方式の変遷過程

と制度的改革

一中国内蒙古自治区を対象に一

愈　柄強

七戸長生

黒河　功

1　はじめに

2　内蒙翠煙兼業の概況

　　1）畜牧関連資源の賦荏概況

　　2）牛牧業生産の動向

3　草原遊牧業経営方式の変遷過程と制度的改革

　　1）解放後の遊牧業の変遷過程

　　2）個甥経営方式への転換過程

4　おわりに

〔補］　中華入民共和国草原法P

1　はじめに

　中国西北部の大草原では数千年前から遊牧によって草原が利用されてきた。しか

し、草原の退化や砂漠化が進んできており、現在中国の利用可能な草地面積2．7億h

aのなかで、概に3分の1以上が退化の過程にあるといわれている。この草地の退化と

砂漠化は近年世界的な問題としてもあらわれており、地球的な環境保護のために草
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原の利用の問題が大きく注目されてきている。また、これからの草原畜牧業の生産

力の向上が求められており、草原の合理的な利用、保護、及び建設の問題が一層重

i要となってきている。

　一：方、1978年の経済改革政策の開始以降、とくに農村において体制の大きな転換

を迎えた。すなわち、従来の入民公社による集麟経営方式から個別経営方式へと転

換してきたのである。このような転換は農業地域だけでなく、西北部の草原遊牧地

域においても行われた。

　また、農業地域と草原遊牧地域を比べると、農業地域では農耕地がほとんど集団

所有（ほとんどの場合は従来の生産隊所有）であるのに対し、草原遊牧地域では草

地が全人民所有いわゆる国有であるといったような制度的な違いが土地所有糊度の

面で指摘される。このような違いはいままでの草地利用、及び近年進められてきた

個甥経営方式への転換過程になんらかの影響を与えてきたと思われる。さらにこの

ことに草原遊牧地域の自然的、地理的、及び生塵技術的などの側面の特徴が加わっ

て、草原地域において行われてきた個別経営への転換は現実に農業地域より若干遅

れたものとしている。個別経営方式がいかに定着し、畜牧業の発展にいかに結びつ

いていくかは重要な課題である、このような課題を解明する前段階的な作業として、

本稿では草原遊牧地域の郵駅業経営方式の変遷過程とその背景について検討する。

　このような経営方式の転換は、草原地域の特徴によって地域的な時期差がみられ

る。ここでは、草原遊牧地域のなかでより単くその転換をみせている内蒙古自治区

を対象にとりあげ、草原利用の問題を中心に、畜牧経営方式の変遷過程とその背景

を明らかにする。すなわち、遊牧生塵の展開過程における各段階の政策がどのよう

な背景で形成され、またそれによってどのような問題が新たに生じてきたのかにつ

いて検討する。

2　内蒙古畜軽業の概況

1）畜牧関連資源の賦存概況

　内蒙古の土地総面積は118．3万平方諏メートルであり、全国の総面積の8分の1余りを占

めている。うち草原面積が86．7万平方キ獣一トルであり、およそ全国の草地面積の4分の

1を占め、全国一の大草原地帯として位置づけられる。

　遊牧業は主として内蒙古高原において展開されており、平均海抜が！000距トル以上
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である。濠た気候としては大陸性気候で、降雨最が全体的に少なく、東から西に向

かって少なくなる（図1を参照）．東部では平均45伽m、西部では少ないときは数十

鵬恥である。草原の：大部分は乾燥地域で全体的には砂漠化の状況にある。

　また、草原の地帯分布としては東から西にかけて、おもに次の四つの草原常が形

成されている。①草旬草原帯（森林草原）。これは主に大興安嶺の両側の丘陵地域

に分布している。行政区域でいえば、ホロンベル、興安盟の大興安嶺山麓地域、ジ

ェルム盟、昭鳥逮盟北部及びシリンゴル盟東部地域である。この草原帯では草地の

条件がよく、草原面積が22万平方心心トルである。②乾燥草原帯（典型草原）。これ

は主に内蒙古高原、エルタス高原東部、及び三河平原西部地域に分布している。こ

の草原帯は典型的大陸性気候で、草質は優良で、産比量は中クラスである。面積が

9．8万平方和距トルで、草原の退化現象が多くみられる。③半荒漢草原帯。これはオラ

ンチャプ華原、シリン：ゴル蟹西部、エルタス高原中部、及びバイアンノル盟東部地

域に分布している。この草原帯は乾燥地域で、面積が19．2万平方瀬メートルである。④

荒漠草原帯。アラシャン盟を主として、バイアンノル盟西部、及びエルタス高原西

部地域に分布し、きわめて乾燥な地域である。
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　このような草旬草下帯（森林草原帯）から荒漠草原帯までの草原帯分布順に草の

構造についてみると、順次草の高さや草のカバー面積率が低くなり、面積当りの草

の量が少なくなっていく。また家畜の構造をみると、順に：大家畜の構成比率が低く

なり、申小家畜の構成比率が高くなっていく。さらに、降雨量などの自然条件と関

わっているが、草原の退化と砂漠化の程度が高くなっていく。

2）畜牧業生産の動向

　周知のように、内蒙古は1947年に封建制から解方文された。ここでは解放以降の畜

牧業の生産動向を述べる。

　まず図2が内蒙古の牧民戸数、牧業人口及び牧業労働力の動向を示したものである。

これによると、！947年から1957年までの期問に人口及び労働力が微増の傾向にあり、

1958年から1978年ごろまでの閲に労働力は相変わらず微増の傾陶にあるが、人口の

増加輻は以前より漸次大きくなっている。さらに狛79年ごろ以降入口が急激に増加

するが、労働力や戸数は微増である。このように、幽魂入口は近年急激に増加して

いる。これが草原の利用ないし草・家畜・入口のバランスの維持、及び畜牧業生産

に大きな圧迫を与えていると思われる。
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図2 内蒙古の牧民戸数，二業八日及労働力の動向

　　　　く峯位：万戸、万八）
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資料・内記古蔭1治区繍i・三編ゼ齋進的内面1947－1989』
　　　弓コi翼1韻轟君卜舷斗ノ渉こ老∫二、　1989．7胸
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図4　内蒙古における羊及び山羊頭数
　　　　　（単位：年中数字、万頭）
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　次に大家畜及び羊頭数の動向をみたのが図3である。大家畜をみると、1956年ごろ

までにはやや増加していたが、それ以降あまり変化がみられなく、年中と：年末の頭

数がほとんど差がない。一方羊をみると：、1947卑から！965年ごろまでの間に増加い

るが、しかし、1958年以降では年中と年末の頭数差が以前より拡：大している。さら

に1965年以降となって、変動はあるが、大輻な増加はみられなくなっている。次に

家畜の大多数を占めている羊（綿羊と山羊）の構成動向をみたのが図4である。ごれ

によると、1947年から／965年ごろまでには綿羊と山羊が同程度に増加してきている

が、それ以降綿羊が全体的に増加の傾向にあり、一方山羊が逆にやや減少の傾向に

ある。

　次に家畜の死亡率の動向をみたのが図5である。これによると、およそ四年に一度

の割合で高い死亡率をみせている。これは草原遊牧生産ではおよそ四年に一度の災

害年があると理解できよう。またこの図より、1952年から！965年の間と1979年以降

の閥の変動幅を比較してみると、前者より後者のほうが編が小さくなり、また死亡

率が低くなっている傾向にあることが読み取れる。これは家畜の周到な管理、また

家畜品種の改良などによる技術革新の効果のあったことが考えられる。

　最後に、家畜総頭数に占める良種及び改良種（ほとんどは改良種である）の比率

をみたのが図6である。！965年までには大家畜や羊の比率がかなり低く、それぞれ5

髭と1眺以下である。1979年以降大家畜がやや増力llしてきているが、それ以上に羊が

大難に増加してきている。

　　　　　　　　　　　　図5　　　　家畜死亡率状況
　　　　　　　　　　　　　　　　（年中数字、峯位：％）
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資料：図2と間じ。

3　草原遊牧業経営方式の変遷過程と制度的改革

1）解放後の遊牧業の変遷過程

　表1は1947年以降の農業及び畜牧業の年表である。草原の所有権及び利用権、また

草原遊牧業経営方式に注目してみると、1947年に内蒙古の解放及び民主改革によっ

て、草原が風族噺有となり、牧民が自由に放牧できた。また草原以外の家畜や農機

具などの生産手段はすべて個入所有で、牧罠の三三経営が行われていた。しかし、

1958年の人民公社化に入ってからゼ文化大革命」が終る玉976年までの間に、草原の

全人戻所有はそのままであったが、それ以外の全ての生産手段も集団所有となった。

牧民によるわずかの自留象畜の所有は認めていたが、それも「文化大革命」の間に

は厳しく欄限され、生産は人昆公社、生産隊による完全な集団経営方式によって行

われていた21。そして「文化大革命」の終了とともに、1980年から草原遊牧に生産

資任制が鯨入され、経営方式の変革期に入った。現在家畜や施設などの生産手段の

ほとんどが個入所有となっており、草原は全入民所有であるが、使罵権が個溺に長

期的に固定されている。すなわち現在では遊牧業生産は高瀬経営方式によって行わ

れている。
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表1　農業及び畜牧業年表

隼度

1947

　48

　49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

全国一般

9　「中国人民政治協商会議共同網領」翻定

10中華始期共和国建国
6　「土地改革法」翻定、土地改革実施

12「農業生産：互助舎作化に関する決議

　　（草案）」

「第一次五ケ年計画（53－57）」

12「農業生産合作社の発展に関する決議」

9　「憲法」公布

10「農業合作化問題に関する決議」

反「右派」闘争開始

「第二～欠五ケ年言十画（58－62）」

8　党中央「農村における入民公社設立問題
の決議」発表。「人民公社」化、「大躍進」

調整政策（61－65）。

国民経済は「調整、強化、充実、向上」の八字

方針実施。人語公社は生産隊を墓本とし、

「共産風」を基本的に食い止めた。

9　中共8期10中全会開催．
「農村人民地祇工作条例（草案）」罰定。

’農業を基礎とし工業を主導とする政策採択

「第三次五ヶ年計画（66－70」。

「文化大革命」開始。

食糧一点ばり、農地造成、開墾拡大北．

5．7「農村工業化、都甫農村化を搭示」

「第四次五ケ年計画（71－75）」

全圃農業関係

農地改革開始。自作農家創設。農地などの生産

手段が私有。

互助組（生産手段の私有を基礎に）（52－53）

農業の初歩的共瞬化開始。

自主的参加とする初級合作社（生産手段公有）

高級合作社（全員参加を前提に）

入歯公社化始まり（農業の性急な集団化、

三社合一、政社合一）

全国的な自然災害を覆う

全国的な自然災害を覆う

全国的な彦然災害を覆う（いわゆる三年融然
災害）

自留地（家畜）の保留の承認（生産の一部自由

化、三自一包）

山西省、大塞に学ぶ運動提唱

農業集団化の強化。

1．27ド人臼」大塞に学び大塞をこえ、農業発展

の実現することを呼びかける

9．23r人冒」社説「農業は大工を学べ」
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内蒙古牧畜業・草原関係

草原民族公有制へ。「牧場公有、放牧自由」。

家密総頭数11万頭、頭当り草地薗積541鉱D。

草原遊牧艮の定往化が進められる。

合作化が始まる。

草原へ移民草原開墾が始まる。

78硯の牧畏が合作社加入。
1210嘱の牧民が入民公社加入2）。

草原開墾が高潮に入る。

適正放牧量に近づく。

「草原保護、溺墾禁止」重視される。

総家畜35万頭、尋当り草原面積16．6献D。

自留家蓋保留が承認。

＼、

自留家畜保有の規糊強化。

70岬3草原開墾が再び高潮に入る。

内蒙古一般

解放。「内蒙古自治政府施政綱領」公布。

牧地区民主改革「三不両利」政策採択。

自主改革終了。

「内蒙古自治区及び青海、新彊など畜牧地区

の牧畜業生産の基本的総括」

「畜牧業80条（箪案）」制定。草原全民所有化。

ギ草原管理紀行条例」制定。

8．24「人日」内蒙古に大塞学習運動広がる

「草原管理条例（草案〉」公布。
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年度

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

全国一般

1「憲法」改正公布。

「第五～欠五ヶ年言歪‘画（76－80）」

「国畏経済発展10ヶ隼計藤要綱（76追5）」

10「鰹人組」崩壊、「文革」終わり。

3「憲法」再度改正公布。

12党11期3中総開催。「調整、改革、整頓、向

上」の八字方針で経済改革始まる。
第2次調整政策（79－85）謬冨始。

2「森林法」公布試行。

9党11期4中総「農業の発展を速める若干の

問題点についての中国共産党中央委員会の
決定」採択。

「第六次五ケ年計画（81－85）j

F20舞三長雰導」構想（裏981－2000）」

5「国家建設土地徴用条例」公布。

12「憲法」三度欝改正公布、郷・村政痴の設

置、政社分離。

1号文件「当面の農村経済政策の着干問題」

11「層民委員会組織法（試行）」採択

1号文件（土地講黄期間一般に15年以上）

9「森林法」改正公布。

6「草原法」公布。

「第七次五ヶ年計画（86－9◎）」

6「土地管理法」公布。

全国農業関係

四屑省祉隊企業改革に着手、政縫分離の端絡。

冬以降安徽省個別盈産請質制導入。

宮留地認める。

全国酌に農業の猛産講負責任制の導入開始。

農村9嘱以上筆管制導入。

国務院「政社分離、郷政瘤樹立に関する通知」

郷政府、材民委員会の樹立完了

注＝

1）陳文野州『内蒙古自治区経済概況』内蒙古社会科学院、1985、P艇2。

2）張正明「内蒙古草原駈有制問題薗醗観」　『内蒙古社会科学』1981、第4期、P25。

3）胡和暦「試弾草原立法的必要性凄　「内蒙古凶報」198L6。6、第2版。

の周恵「談談固定使期権的意義j　r紅籏』1984、第10期、P6。

5）白俊卿「深入進行牧区改革、発展牧区商品経済」　「内蒙古ヨ報」19852擁、第嘆飯。

6）王蓮芝「飛播牧草楚改良退化草場的～条有効途径」　『内蒙古畜牧業』1985。1、P9。

7）孫秀民、李金貴ギ深化牧区改革的几個問題」　『内蒙古経済探討』」988．6、P27。

一U4一



内蒙古牧畜業・草原関係

r文革」中開墾草原200◎万泓余り3》。

自留家畜保有が承認。

70年代後期まで1／3の草原退化、内8000万泓
砂漠化4）。

家畜請負責任制導入。

家畜の私有化。草原利駕権設定が始まる。

草原利罵権確定面積率57．6％に達する5）。

典型調査により近年毎年600万畝の草原が
「退化、砂漠化6》。

金区草原利縮権確定面積率8鵬に達する？｝。

草原の有僕利絹制度の導入。

　　　群

内蒙古一般

「林牧を圭とする多角経営」方針

3「草原の漸有権と使軍資を固定する」決議
発表（草原を牧氏に固定し長期不変とする）

5「農村牧業塊区の商品生産発展経済活姓
化に関する七つの規定」

1「草原管理条例」修正公布。

9£牧畜業発展を速める若干問題の決定」

（87無まで草原の大部あまは全部戸まで請
質。草原の管理と建設を強化）
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　このように、内蒙古畜牧業の展開過程における経営方式の変遷を注園してみると、

大きく三つの画期に分けられる。つまり、第王覇は！947～1957年、第H期は！958～

ユ976年、及び第孤露は1977年から現在までの三つである。

（　！）　第　1　期　 （1947～57盈芦）

　この時期の全国的な動向をみると、！949年に中華入民共和国が設立され、　「土地

改革」が実施されたことによって小農ではあるが、自作農が剣設された。次に1952

年に農業生産手段は私有のままで農業の共同化（互助組〉が始まり、自主的な加入

を基礎とする初級合作祉へと展開した。さらに！955年から共同化が進められ、生産

手段の集団所有を基礎とし、全員参加を前提とする高級合作社までに展開した。

　一方牧畜業については、／947年4月に成立した内蒙古自治政府が「内蒙古自治政府

施政網領」を公布し、内蒙古の土地所有権を蒙古民族公有と決めた。これによって、

草原の所有制が封建所有制から民族公有制に変わった。この時期では草原所有制度

の変革によって牧民の草原に対する権利、責任及び利益が一致し、また一連の民主

改革の政策が実施されたことによって、草原の保護と管理がよく行われ、民族聞の

関係も融合していた3）。このような安定的な社会環境、民主的な政策のもとで、畜

牧業生産は大きな発展をみせた。！9囎～玲52年の闘に家畜の年平均増加率はユL鵬で、

1953～1957年の間には14．端となった。またこの時期の終わりごろから遊牧民の定住

化が進められ始めた。

（2）第H期（1958～76年）

　この面面では草地の利用及び関連政策の実施状況からみると、三つの時期に分け

られる。

　①第1時期は1958～1960年である。1958年春ら全国的に人民公社化が始まった。内

蒙古では1958年の一年閾に初級合作社から人民公社化を実現し、転換が非常に急激

であった。またこの時期では実際の放牧董は病理的な放牧量に近づいてきたといわ

れていた。すなわち草原の放牧量は飽和状態になってきっっあった。しかし、一方

では国営農場の盛んな建設や草原の乱開墾がはじまった。この背景には草原の民族

公有制が全人民所有制に変わり4）、また草原管理体制の不完備、さらに！959年から

の全国的な深刻な自然災害があったということがあげられる。

　②次に第2時期は1961～ユ965隼である。1959年から61年までの窟然災害で全国の：食

糧生産が深刻な打撃を受けたことによって、腿眠経済が調整期（！961～61薙）に入

った。　隈業を基礎とし、工業を主導とする」方針が取り入れられ、また自留地（

家畜）の個入保有が認められ、生産の一部が自由化になった。
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　一方、この時期では内蒙古霞治区が「草原を保護し、開墾を禁止する」政策を厳

しく実施したことによって、草原の開墾にある程度歯止めがかけられたが、しかし

これまでの關墾の影響が顕在化してきており、畜牧業の発展が減速された。

　③さらに第3時期はいわゆる！976隼までの「文化大革命」の時期である。1966年に

「文化大革命」が始まり、農業の集団化が一麟強められ、　「農業は大塞を学べ」運

動が全国的に広がり、食糧確保の一点ぼりが強調され、農地の造成や開墾が拡大化

されてきた。内蒙古遊牧地域も例外ではなく大急を学ぶ運動が広がり、草原の開墾

運動が広がった。とくに、ig70～1973年に大規模な草原の開墾が始まった。

　この時期では草原は全人民所有といっても、実際は無政府状態の「全民所有制」

となっており、家畜の年平均増二二はマイナス0．璃に転落した。　「文化大革命」は

草原に対し、　「三災」や「白災」よりも大きな災害をもたらした。

（3）第IU其刃（1977～毛疑羊i三）

　／976年に「文化大革命」が終わり、と：くに1978年に「調整・改革・整頓・向上」

という経済改革政策の開始以降、農業地域ではいち阜く生産責任制が導入され、草

原遊牧業も再生の芽生えが環れてきた。1977～1979年の間の家畜の年平均増加率が

0．錫になった。また1978年にそれまでに厳しく規制されていた「自留家畜」に対す

る規制が緩和され、とくに頭数に対する制限が撤廃された。これらが後の家畜頭数

の急増の条件をつくったといえる。

　次に全国的な農業地域での生産責任制轟入の成功のなかで、草原遊牧地域におい

ても遊牧生産の責任制の導入が始まった。内蒙古では！980年から本格的に生産責任

制を導入した。それ以降制度的な改革によって草原遊牧生産が段階的に現在の個人

経営方式に転換してきた。この転換過程をみると、地域の条件によって転換の早さ

の違いはあるが、大きく四つの段階にみわけられる。すなわち第1段階は、1980年に

入ってからの家畜の請負による生産責任制の導入である。第2段階は1983年ごろから

普及した家畜の個入所有化の導入である。つまり、従来の集団駈有の家畜やその他

の生産手段などを牧民に売却し、牧民の私有財産とするという三度の導入である。

第3段階は家畜の個入三三化とほとんど同時に、草原の請負による生産責任制、いわ

ゆる草原の個入利用権の設定の導入である。さらに第4段階としては塚畜の個人所有

化及び草原の個入利用化によって、草原の合理的な利用、保護及び建設のために、

1989年からの草原の有償利用二度の導入である。

　このように、この時期では草原遊牧経営において歴吏的な画期をなす転換が行わ

れた。これによって牧民の生産の積極性が大いに引き出され、草地の利用や建設が
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大きな効果をみせはじめている。例えば表2は1984年までの草地の改良状況をみたも

のであるが、これより、三年の改良草地山積に対する84年一年聞の薪しく増加した

改良草地面積率が非常に高いことがわかる。

表2 草地の改良状況
　　　　　　　　　／／／
（1985．7現在、単位ε万鉱、％）

顕込み草地 8喋年 入二1二植付草地 84年 改良草地雨積 84年

暦年 84年 新増 暦年 84年 新増 層年 8弓年 新増

累積 新増 藺積畢 累積 新増 海積率 累積 二三 面穣率

全区合計 3護34．8 700．2 20．4 1307．9 685．6 52．4 夏畷2。8 279．4 玉9．8

加ンへ子弟 ig8．3 17．0 8．6 35．4 9．7 27．4 畷8．3 3．8 7．9

赤蜂市 613．0 9重．0 14．8 葺68。3 99．3 59．0 藍20。◎ 24．蓋 20．1

シリンコ沸盟 671．2 185．0 27．6 50．0 37．2 7曖．壌 13．3 鵡。8 36．1

野ンチャプ盟 109．3 30．6 28．◎ 239．4 39．2 16。頑 玉26．3 21．1 16．7

拶ジョ盟 13畷藍。3 182．8 玉3．6 555．6 347．9 62．6 861．0 185．3 2玉。5

パイアン携盟 33．0 魂．8 麦4。5 28．9 五2．6 43．6 婦。9 1．5 鐙。藍

アラシャン鷺 】94．0 孟29．2 66．6 22．0 13．◎ 59，茎 2．2 玉、3 59．玉
’

資料：陳文士編r内蒙古自治区経済概況』内上古二会科学院、P107より。

2）個甥経営方式への転換過程

　以下では1980年以降の草原遊牧における集団経営方式が個別経営方式に転i換した

過程とその背景について検討する。つまり、第頂期について各段階における政策の

導入の背景、またそれによってどのような問題点が新たに生じてきたかについて検

討する。

（1）第1段階（家畜の生産責任制の導入）

　周知のように、50年代中期は内蒙古遊牧地区の黄金の時代であったといわれてい

る。これはこの時期に実施されていた方針や政策が正しく、自治区の現実から嵐発

した客観的経済的な法則に適合していたからである。しかしその後、指導思想上の

「左」による錯誤の影響などによって、生産関係の変革が生産力の発展水準を大き

く規定していった。例えば前述のように、1958年の一年聞に自治区では初級合作化、

高級合作化及び人渓公社化が実現されたが、社隊の規模が過大になり、公有鋼の程

度が高すぎた。また平均主義や盲目的な指揮、資本主義的行為の撤廃が行われた。
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特に「文化大革命」の間に、草原の乱開墾が大きな災難をもらたした。またどんぶ

り勘定の風習が横行し、経営管理が乱れ、牧民の生産への積極性が大きく低下され

た。

　このような歴史的背景のもとで、　「文化大革命jの終了によって1978年に全国的

な経済改革政策が導入され始めた。とくに農村では人民公社が解体し、生産責任制

の導入が全国的な流れとなった。草原遊牧地域における生産責任制の導入も農業地

域と同様に、労働分配を是正し、牧民の生産に対する積極性を引出し、畜牧業の生

産力を高める有効な丁丁とされた。

　この段階で実施されている畜牧業の生産責任欄は多様であるが、一般的に歓迎さ

れているおもな形式としては以下のようなものがある。

　①「新旧魯克」生産責任制、あるいは「大回干」生産責任制。生産隊が集団有の

家畜を社員に請け負わせて、成畜の元家畜を（三三が死亡した場合は二三で補う）

を保証する。生産隊と請負った家との聞に一定の比例に基づいて当該年度の増加仔

畜及び全部の畜産物が分配される。生塵費用はすべて請負った家が負担し、一年単

位ないし二年単位で決算する方式である。つまり、請負った家が生産隊の計画に従

って国に売却した分、また契約に従って集団に納めた分以外に、余った分はすべて

個入の所得となる。この種の生産責任制は簡易便利で、牧民が喜んで受け、牧民の

飼養積極性を引き撮す有効な方法で、集団また個人にとってともに有利である。

　②「二定一奨」（労働費用の固定、生産過程の固定、超過した場合に奨励）ある

いはゼ三定一奨」　（前者の二定に費用の固定を捕える）の生産責任制。この種の責

任側の性質は基本的には専業請負で、一貫して報酬を計算する形式に属し、集団及

び個人の積極性の引出しに有利で、生産者の自主権、民主権を現し、生産の潜在力

の発揮、浪費損失の減少、多角経営、基本的な草地と飼料基地の建設に有利である。

二定一奨は生産費を請け負わない弊害があり、三定一奨はこの点で比較的改善され

いている。

　③生産隊所有で戸別飼養の生産責任制。生産隊が集団の家畜を社員に分けて飼養

する。生産隊は牧民の劣働蒔閥をカンウトしなく、投資もしない。牧民は元家畜を

保証する。増擁した分はすべて社員に帰属するケースがある。また集団は牧民の労

働蒔間をカンウトしないが、一定数量の草及び飼料を投入し、牧民は元象畜を保証

し、比例に従って当該年度の仔畜及び畜産物を分配し、一年で決算するのもあれば、

数年間変わらないのもあるというケースもある。この種の生産責任鰯は集団の弱っ

た家畜を社員に託して、周到に管理させる有効な方法で、また社員の二二の畜舎を
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利用して災害年の家畜保全、集団設備の不足などを補う有効な措置でもある。

　以上のようなこの段階での生産責任制は、いずれも単に集団の家畜を共有のまま

で個々の牧民が講け負うことであって、草原の請負がない。つまり草原の所有権は

従来のままの全民所有で、草原の使用権、経営権および建設権が分離したままであ

る。

　また、責任制の導入は家畜の頭数だけが基準となっていたことから、家畜の頭数

が増加してきた。とくにギ自留家畜」頭数に対する制限がなくなったこどによって、

「自留家畜」頭数が急増し、集団所有の頭数が減少してきた（表3を参照）。

表3　全家畜における自留家畜の位置づけ　　（単位：万頭、％）

餅膚治区 牧地区

79年　　80年 81年 79年 80年 81年

合計頭数

W団所有

ｩ留家畜

3381．5　3234。7

Q317．8　1888．7

V61．1　1099。2

3348．9

?７32．4

I616．5

o　　事　　9

O　　“　　顧

Q05．6

20GO．6

I6圭2．5

R88．1

！676．9

I！1！．9

T65．O

集団所有

ｩ留家畜

77．！　　66．0

Q2．9　　34。O

51．7

S8．3

85．8

P4．2

75．8

Q4．2

66．3

R3．7

資料：辞内蒙古師院学報』第3期！982年、P52よより。

注：各年末の頭数である。

　このような総家畜頭数の増加は草原の過放牧に拍車をかけ、草・家畜のバランス

をますます崩していく危険性を含んでいる。また牧民が放牧の注意力をf難平家畜」

に傾け、請負っている集団所有の家畜の損害が大きくなり、晶質も低下する現象が

起こってきた。

（2）第2段階（家畜の今入所有化）

　家畜の請負によって全体的に象密頭数が増加してきたが、しかし先にみたように、

集団所有の頭数が減少し、　「霞留家畜」頭数が増加する現象が顕在化して干た。こ
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れはおもに霞然災害による球畜の死亡数を請負っている藥薗所有球畜の方に簑嘉し

たことに由来する。また家畜請負の指標は頭数であるので、家畜の品質に対する関

心が小さい。つまり大象畜や繁殖用家畜を屠殺し、家畜の品質が低下する現象も起

きてきたと、多くの実態調査研究が訳出している5）。

　このような問題を解決するための方策として、家畜の所有権が一元化されたとみ

られる。つまり、従来の集団所有の家畜を牧民に売却し、牧民と生産隊の間に契約

が結ばれ、期限を設定して期限内に分翻でその代金を支払う両度の導入である。こ

れによって家畜及びその他の施設などの生産手段が個人有化となり、家畜に対する

経営権も正式に牧民が握るようになった。

（3）第3段階（草原の個人利用権の設定）

　以上のような改革によって家畜頭数が増加してきた。しかし、草原に対してはま

だ共同利鞘葺にとどまっていたこと、また人口の急激な増加などによって、過放牧に

よる草原への略奮的な利用がますます顕在化し、草原の退化に拍車をかけるような

危険性があり、草原の退化によって牧草量の減少、草質の低下、優良家畜比率の減

少などの結果がもたらされることになった。

　それを荒漠草原に位置するバイアンノール盟ウラト中旗の例でみると、1981年全

区域の草原退化面積が48．1％に達している。これは乾燥などの自然条件の影響もある

が、大きな原因としては過放牧によるものであると指摘されている6）。一般に草原

の退化によって、牧：草：量は20～5眺、優良牧草量は30～70％、草のカバー度合は25～

4鵬、牧草の高さは25～6臨減少し、家畜の構造も悪化するといわれている。それを

ウラト中出の例でみると、1949年に牛の比率は10．39％であったが、79年に3．2娼に減

少してきた。またこの期間に、綿羊の比率が47．8％から42．8％に減少し、逆に山羊の

比率は33．罵力・ら48．3％に増加してきた。

　このような問題が発生する背景には、根本的な要因として草原の使用権が不明確

である点が伏在しているとみられる。またこれと関係していると思われる側面とし

て、草原は全入民所有制であるから、地域ごとに使用権はあるとされているが、し

かし必ずしもはっきりしていなく、利用区域も不明確であることがあげられる7）。

つまり、草原の保護、合理的な利用を図るためには、草原の所有権または使用権の

確定に関する法的制度の整備や改革が必要とされる。

　このような状況のなかで、1984年5月1蝦に内蒙古自治区人民政府が「農村牧業地

区の商鍼生産の発展、経済活性化に関する七つの規定」を公布した8）。うち第一規

定の中で、　「草原、草地の使用、管理、及び建設の責任制を個別牧民にまで確定し、
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請負期間は最低二十年以上とする」ことが提唱されている。このような致策の実施

によって草原の個人請負制（個入利用権の設定）が導入、普及されたとみられる。

その問に、！985年！月1懸より修正された「内蒙古霞治区草原管理条例3が実行され

たことによつで草原の個人利用権設定に法的な根拠が与えられることになった。

つまり、これまでのように草原は全人民所有であるという法制度だけでは、草原の

個人利用権の設定が容易にできなかったといえる。

　さらに、1985年6月1田に公布され、同年！0月1口より中国初めての草原法9＞が実

施され、草原の保護、利用及び管理に関する全国的、全面的な法律ができた。その

中の第4条規定では、　「草原は国家所膚即ち全人氏所有に属し、法律の規定によって

集団所有に属する草原は除外する。全入民所有の草原は集団に固定して長期使用す

ることができる。金人民所有の草原、集団所有の草原及び集団に固定した長期使用

の全人民所有の草原は、畜丁丁生産に従事する農的として、集団あるいは個人に請

け負わせることができる」と規定している。これによると、草原の所有は従来と同

じく全人民所有であるが、草原の個人使用権の確定を法律が明確に認めることにな

った鳩〉。

　このような草原法による具体的な施策によって、家族入口及び所有している家畜

頭数に基づく草原の個入利用権の設定に対して、国家の法律根拠が与えられ、草原

の利用権設定が急速に進んだ。例えば、1985年までに自治区全体で利用可能な草原

面積99，903万鉱のうち、使用権が確定されたのが57，528万泓（全体の57．銚）、うち

採草地面積が3，092万泓（5．4％）、敏牧地面積が54，436万泓（94．磯）となっている。

なかでも、乾燥草原帯、半荒漠草原帯および荒漠草原帯、すなわち内蒙古西部地域

の進展が早い（表4を参照）。また1987年には利用権設定の面積率が利用可能な草地

面積の8眺以上に達している。

　このように、草原の個入利用権の設定によって、家畜の飼養と草原の利用、建設

が個人に確定された。つまり、従来の集団による経営方式から実質的に個人経営方

式に転換したのである。

（4）第4段階（草原の有償利用制度の導入）

　以上のような段階を経ながら個別経営方式への転換によって、牧民に草原の合理

的な利用、管理および建設の権利と義務が与えられた。

　しかし、現在は個人経営に変わったばかりの初期段階で、牧民はまだ政策の変化

に対して不安感を持ち、また家族人口の増加などによって草原の適正載畜量を無視

して家畜頭数の拡大、収入の増加だけを追求する傾向がある。このように過放牧に
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よる草原の退化の問題がまだ根本的に解決されていない状況にある。つまり、過放

牧の問題、草原の退化と砂漠化の問題が依然存在していることである。またこれと

関わっているが、草原建設への資金投入が少ない、建設速度が遅い、草原管理にお

ける法的な措概が不完全であるなどの問題点が指摘できる。例えば、内蒙古では現

在の草原退化面積が4．2億泓（利用可能な面積の4嬬）、うち深刻に退化した面積が

720Q万感（退化面積の！嬬）、過放牧家畜量は約2000万綿羊単位となっている。草原

の建設速度は退化速度に追い付かず、毎年約2000万泓の草原が退化している。一方

建設面積は！0QQ万鉱だけである。また1979～1988年の聞に、国家、自治瞑及び個人

が草原建設への投資は2．4億元で、平均毎年泓当りの投資はO．024元しかなく、個人

の投資を除くと心当りわずか0，006元であるユD。

表4　　草地使用権の設定状況 〈1985．7現在、単位：万臥、％）

利用可能 所出権確定 使用権確定 所有権確定 使用権確定面積率

地区名 草地面積 草地面積 草地面積 草地面積率 （A） （B）

全区合計 99903．1 75547．Q 57528．0 75．6 57．6 76．1

隷ンペル盟 12699．1 7670．0 2804．0 60．4 22．1 36．6

赤峰市 8975．0 4100．5 1981．0 45．7 22．1 48．3

シリンゴル盟 27557．6 19995．3 15380．9 72．6 55．8 76．9

オランチヤプ盟 8905．0 6058．3 5370．6 68．0 60．3 88．6

イクジョ盟 6617．9 4213．3 3748．6 63．7 56．6 89．0

パイアンノル盟 6968．2 6502．6 5994．3 93．3 86．0 92．2

アラシャン盟 15178．0 20794．0 17071．0 137．0 112．5 82．1

資料：陳文主治『内蒙古霞治南面済概況』内蒙古社会科学院、P106より。

注：！）利用可能草地面積の中で一部砂漠化地域を除く。

　　2）利用権確定面積率（A）竃利用権確定面積／利用可能草地面積組00％；

　　　　利用権確定面積率（B）皿利用権確定彌積／駈有権確定面積岨00％。

このうように、草原の退化と砂漠化を防止する一方、草原の建設も当面の重要な
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課題となっている。国家財政の状況から、この二つの課題を解決するには、いずれ

も牧民による欄別経営と密接に関連してくる。つまり、前者については個別経営に

よる合理的な草原利用が必要とされ、また後者については個別経営による草原への

投資が求められている。

　内蒙古では『草原法』および『内蒙古霞治区草原管理条例』に基づいて、1987年

に試験的に草地の有償利用制度が導入され、1989無からその制度が普及開始したこ

との背景として以上のようなことが指摘できよう。この制度の基本的な実施方法と

しては、まず草地利擁権を設定し、産草彙及び合理的な載畜量を決め、次に合理的

な草原費用基準と管理四度、及び草原の譲渡制度と賞罰を主とする管理体制を設立

し、さらに草原の科学的、法的な管理を強めることであった。

　こ：のような草原の有償利用早智の導入によって、草原の合理的な利用、管理およ

び建設が大きく期待されているといえう。

4　おわりに

　以上、1947年に内蒙古晦治区が設立した以降の時期別に、草原利用に注冒しなが

ら、とくに1980年以降の従来の集団経営方式から個別経営方式への転換過程につい

て、草原利用における問題点、または導入された政策の背景を整理し、政策の改革

によってどのような問題点が存続し、どのような聞題点が新たに生じてきたかを検

討してきた。全体的にみると、草原の合理的な利用と草原の退化、砂漠化の聞題が

どの時期にも貫いて存在している。このような問題は草原の所有権と使用権に関す

る法的な制度の未整備と密接に関係していた。このような問題の解決に、個別経営

方式、また現在実施中の草原の有償利用制度に大きな期待がかかっているといえよ

う。

　この期待を実現するには、舟町業内についてみれば、上述のような草原の有償利

用制度の改善が当然必要とされるが、多種類の家畜を抱えている個癖経営聞の共岡

化、例えば家畜群別の放牧による共同化などの必要性が生じてくると思われ、それ

に対する政策的な誘導が求められてくるであろう。また、徴収された草原利用費を

合理的に有効に利用することが重要となり、それに関する法的制度の整備が必要と

なる。さらに、個甥経営の牧民に対して経営の指導とそのシステム、技術や情報の

提供なども必要とされるであろう。
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　本稿では内蒙古を対象に、草原遊牧地域の集団経営方式から個別経営方式への転

換過程をみてきたが、今後、その過程のなかで新しい政策の導入及び実施が個溺経

営となる牧民にどのように受け止められてきたのか、また地域ごとの風土的な条件

によってどのような違いをもった問題点が現れてきているのかユ斜、さらに個甥経営

へと転換してからの政策、また近年の急激な人口増加が今後の個剛経営の展開にど

う影響していくのか、といったような演題の究明が今後の課題となろう。

［補］　申出人民共和国草原法

　　　　　　　　　中華入民共和国草原法

（1985年6月18臼第6面全国入民代表大会常務委員会第11次会議通過）

第！条　草原の保護、管理、建設と：合理的な利用及び生態環境の保護と改善の強化、

近代化畜牧業の発展、民族麟治地区経済の繁栄の促進、社会主義建設及び人民生活

への適応のため、中華入獄共和国憲法に基づいて本法を制定する。

第2条　本法はわが国国内の草山、草地を含むすべての草原に適用する。

第3条　国務院の農牧業部門は全国の草原管理を主管し、梨クラス以上の地方人艮

政府の農牧業部門は当該行政区域管内の草原管理を主管する。

第4条　草原は国家所有即ち全入民所有に属し、法律の規定によって集団所有に属

する草原は除外する。

　全入民所有の草原は集団に固定して長期使用することができる。全人民駈有の草

原、集団所有の草原及び集団に固定した長期使用の全入民所有の草原は、畜牧業生

産に従事する目的として、集団あるいは個入に講け負わせることができる。

　全人民所有鰯単位が使用している草原は、県クラス以上の地方人民政府が登記し、

証書を交付し、使用権を確認する。集団所有の草原及び集団に固定した長期使用の

全入民所有の草原は、梁クラスの人民政府が登記し、証書を交付し、所有権まはた

使用権を確認する。

　草原の所有権及び使用権は法律により保護され、如何なる単位または個人が侵犯

してはならない。

第5条　霞然災害などの特殊な状況下で、被災地域の家畜群に一時的に草原を使用

する必要があるとき、霞主的互利的原則に基づいて関係する双：方が協議して解決す
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る。県を跨って一時的に草原を使用する必要があるとき、関係する察クラスの人民

政府の組織で協議して解決する。

第6条草原の所有権及び使用権をめぐる争議は、当事者が相互理解と譲歩、並び

に団結に有利な精神で協議して解決する。協議が不成功となった場合は、三民政府

によって解決する。

　全人民所有糊の単位間、集団所有制の単位問、及び全人民研有制単位と集団所有

綱単位閻に生じた草原所有権または使用権をめぐる争議は、県クラス以上の人民政

府によって解決する。

　個人間、個入と全人民所有制単位あるいは集団二二制単位との閾の草原使用権を

めぐる争議は、郷あるいは県クラスの人民政府によって解決する。

　当事者が関係する人民政府の裁定に不服がある場合、通知を受けた癬から一ヶ月

以内に、人昆法廷に訴訟を提起することができる。

　草原の二二をめぐる争議が解決されるまでには、双方とも草原及び草原上の施設

を損害してはならない。

第7条　国家建設のため集団所有の草原を徴摺する場合、《国家建設土地徴用条例》

の規定に基づいて行う。

　国家建設のため最高に固定した長期使用の全人民所有の草原を使用する場合、《

国家建設土地徴用条例》の規定を参照し、徴用される側に根応な補嬢を支給し、か

っ牧民の生産と生活を妥当に確保しなければならない。

　国家建設のために民族自治地方で草原を徴用または使罵するとき、民族自治地方

の利益を考慮し、民族自治地方の経済発展に有利になるよう手配しなければならな

い。

　国家建設のため臨時的に草原を使用する場合、《国球建設土地徴用条例》の規定

に基づいて行う。使用期聞満了後、使用者は草原の植生を圃復しなければならない。

第8条地方各クラスの人二二は、当該行政区域内の草原資源を調査し、草原畜二

業の発展計画を舗定し、また国民経済の発展計画に組み込み、草原の保護、建設及

び合理的な利用を強化し、草原の牧養力を向上させる。

第9条　国家が草原畜牧業の科学的技術的レベルを向上させるため、草原畜二業の

科学研究を励ます。

　国家が畜二業の発展を促進し、生態環境を改善するため、農業、林業、牧業地区

及び都市、町での草の播種を励ます。

　国家が草原の生態環境を保護し、汚染を防止する。
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第10条　草原植生を厳重に保護し、開墾並びに破壊を厳しく禁ずる。草原使用者

が少量の開墾を行う場合、県クラス以上の人民政府の許可を必要とする。既に開墾

して、しかも草原の砂漠化あるいは深刻な土壌流亡をもたらした場合、県クラス以

上の地方人民政府が一定の期間内草原を閉鎖し、当事者に植生の回復、耕作から放

牧への返還を命じなければならない。

第！・！条草原での灌木刈り、薬草あるいは野生植物の発掘、地表アルカリ層のか

きとり、胆土の運び出しは、草原使用者の同意を経て、郷または県クラスの人民政

府の許可を得て、義定された範囲内で行い、しかも採掘落すべての穴を埋め、一部

の植物の母株を保留しなければならない。

　荒漠草原、半荒漠草原及び砂漠化地区で、灌木、薬草、並びに砂どめのために栽

植されたその他の植物の採掘を禁止する。県クラスの入興政府の許可がなく、草原

に生育する希少種の野生植物を採集してはならない。

第12条　草原を合理的に使用し、過度の放牧を防止する。過放牧により、草原の

砂漠化や退化、及び土壌流亡をもたらした場合、草原使用者が放牧の強度を調整し、

牧草の補植を行い、植生を回復しなければならない。すでに建設された人工草地に

対する管理を強化し、合理的な経営を行い、科学的に利用し、草地の退化を防止し

なければならない。

第！3条　地方各クラスの人昆政府は、草原のげっ歯類や害虫を防除し、げっ歯類

や害虫を餌とする益鳥獣を保護する方策を構じなければならない。

第14条　地方各クラスの入民政府は、草原における家畜疫病や人畜共通の病気を

防治する方策を構じなければならない。

　草原の野生動物の狩猟は、現地の人民政府の伝染性の動物病の予防に麗わる規定

を厳格に遵守しして行わなければならない。

第！5条　草原での機動車輌の運転は草原の保護に注意を払わなければならない。

固定の道路がある場合は、それを離れて運転してはならない。

　買い付け家畜は、指定された路線で移動させ、放牧し、牧民と争って草地や水源

を利用してはならない。

第16条　草原の防火方策を強化し、　「予防を主とし、消防結合」の方針で、防火

責任体制を設立し、防火鰯度や公約を剃識し、草原の防火期間を規定する。草原の

防火期間内に、安金な方策を構じ、厳しく管理しなければならない。草原火災が発

生した場合、速やかに住民を組織して消化に努め、火災の原因と損害状況を究明し、

適時に処理しなければならない。

一127一



第17条　草原の保護、管理、建設並びに三原畜二業の発展などの面で顕著な貢献

をした単位または個人には、各クラスの人民政府が精神的ないし物質的な奨励を与

える。

第！8条　草原の所有権や使用権が侵犯された場合、侵犯を受けた考は県クラス以

上の地方入民政府の農牧業部門に申請して解決を求めることができる。蘭係の農牧

業部門は侵犯した者にに違法行為を停止させ、損失賠償を命ずる権限をもつ。また

侵犯を受けた者は直接人民法廷に訴訟を提起することができる。

第19条　県クラス以上の地方入民政府の農牧業部門は、本法の規定を違反して草

原を開墾した者には、開墾を停止させ、植生を膨復させる権限をもつ。また高情の

場合は、罰金を課することができる。

第20条　郷クラスの入民政府または県クラスの人民政府の農牧業部門は、本法の

規定を違反して草原で砂どめ用の植物やその他の野生植物を伐採、発掘、土の運び

出しを行い、草原植生の破壊をもたらした者に対して、それを停止させる権限をも

ち、しかも植生の回復、損失賠償を命ずる。悪情の場合は、罰金を課することがで

きる。

第21条　当事者は関係する地方入践政府の農牧業部門あるいは郷クラスの入民政

府のくだした罰金や損失賠償の裁決に不服がある場合、通知を受けた醸から一ヶ月

以内に、人民法廷に訴訟を提起することができる。罰金の裁決に対して、期聞内に

起訴しない、また裁決を履行しない場含、関係する地方人民政府の農牧業部門また

は郷クラスの人民政府が人民法廷に強制執行を申請することができる。

第22条　国務院の農牧業部門は本法に基づいて実行の細則を制定し、それを国務

院に提出し、認可を経た後に施行する。

　自治区、省の人民代表大会常務委員会は憲法及び本法の規定に基づき、当該地方

の事情に舎わせて、実施の細則を制定し、登録のため全国入畏代表大会常務委員会

に提擁する。

第23条　本法は：1985年ユ0月！βから実行する。

注：

！）草原法の翻訳は愈柄強が行った。

2）入民公社時代の遊牧状況及び経営方式について、詳しくは二二志『モンゴル大

　　草原遊牧誌』朝日新聞社、1986、を参照。

一一 P28一



3）この点について詳しくは、侃東法「我区華原応実行両種所有鋼」　『内蒙古日報』

　　1982．11。1、第2版を参照。

4）この草原全民所有制の事実上の出現は法律上のそれより早いと思われる（例え

　　ば、張正明「内蒙古草原所有制問題面面観」　『内蒙古社会科学』1981、第4期、

　　P25を参照）。

　　　つまり、1958年7月に8砺の牧罠が三業生産合作社に加入し、岡三12月に10嘱

　　の牧民が人民公社に捕入した。半年の聞に合作社から人民公社に変わった。こ

　　れと岡三に草原の開墾が盛大に行われ、罠族公有制が事実上解体された。

　　　一方、草原所有髄について：全国的な法律のなかで初期段階では一つの空白で

　　あった。例えば、！954年の憲法第6条第2款の規定では、鉱山、水流、及び法律

　　規定による圏有森林、荒地とその他の資源はすべて全民所有となる。また1975

　　隼の憲法第6条第2款の規定では、鉱山、水流、国有森林、荒地及びその他の陸

　　海資源はすべて全人罠所有となる。さらに1978年の憲法第6条第2款の規定では、

　　鉱由、水流、国有森林、荒地及びその他の陸海資源はすべて全人民所有となる。

　　このように、初期段階の憲法では草原に対する明確的な噺有規定はなかったと

　　いえる。あるといえば、荒地という概念に含まれているであろう。

　　　地方の草原所有制度についての法的な規定をみると、1947年に内蒙古自治区

　　が成立の時に、豹勾蒙古自治政府施政綱領』のなかで、蒙古昆族の土地の総有

　　権、草地、自治区区域内の他の民族の土地現有権利を保護すると規定した。っ

　　まり「草地公有、放牧自歯」というように、草原は民族公有であった。

　　　1960年に内蒙古霞治区が「畜牧業八十条（草案）」を制定し、1963年に国務

　　院民族事務委員会と農業部が「牧業地区工作四十条（草案）」を作った。この

　　工っの規定のなかで、草原は全人民所有と規定している。法律上でいえば、内

　　蒙古の草原は民族公有から全入民所有に改変された。1965年に内蒙古自治区は

　　窪草原管理暫行条例』を制定し、なかでも草原の所有権は金入民に属し、草原

　　の使用権は長期的に、固定的に三三（人民公社、生産大隊、生産隊）と場隊（

　　牧場生産隊）に属する。1973年に『草原管理三三条例』を『草原管理条例（草

　　案）』に修正、欄定したが、草原の所有権と使用権についての規定は従来の条

　　例と同じである。

5）例えば、罫雲竜・孫秀民「牧業生産責任制的一種新形式一新巴ホ虎左旗窪牲畜

　　作価帰戸2的調査」解内蒙古社会科学』1984、第1期、P82－84、などがある。

6）陳文主編『内蒙古自治区経済概況』内蒙古社会科学院、！985、P252を参照。
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7＞このような問題から草原の集団緯圏鋼を導入すべきであるという主張がみられ

　　る。例えば、張正明「内蒙古草原所有制聞題面面観」　『内蒙古社会科学』198！、

　　第4期。悦東法「発掘草原応実行昏睡駈有制」　『内蒙古臼報』1982．11．1、第2版。

8）　「内蒙古自治区人民政府関与発展農村牧区商品生産、塙活経済的七項規定」　『

　　内蒙古日報』！934．6．5、第1販。

9）草原法の全文については、　［補〕　「零下人民共和国草原法」を参照されたい。

10）草原法の国定経過についてみると、1978年に起草されはじめ、三十回の修正

　　を経て『中華入民共和国草原法（草案）』が作られた。第一稿は1978年7月に農

　　林部畜焼岳によって起草され、全国農牧局長会議にて討論、修正された後、各

　　省、自治区、直轄市及び国務院各部委、軍隊などに配布され、意見徴収した。

　　1980年1月までに全国農牧庁局長会議にて3回討論された。198！年4月に窪草原

　　法（草案）』が国務院に提幽され、討論修正された。！982年に国務院よりまた

　　関係する省、自治区、直轄市及び他の機関に配布し、意見徴収を行った。1983

　　隼末全国農村工作会議で『草：原法（草案）』が討議された。1984年6月12に草案

　　を全国人民大会常務委員会に提出し、審議を求めた（「関与草原法草案的説明」

　　『入事日報』1984．11．11、第4版）。

　　　草案第三条では、　「全入民所有に属し、集団に固定した長期使用の草原は、

　　各省、自治区、直轄市人民政府が具体的な事情に基づいて、同クラスの人民代

　　表大会の同意を得て、さらに全国人民拳万常務委員会の許可を得てから、集団

　　所有にくわけし、属することができる」という記述があった。この点について

　　意見が一致していなかった。つまり、憲法の規定では「鉱山、水流、森林、山

　　陵、草原、荒地、河川敷地などの自然資源は、すべて国家所有即ち全入民所有

　　である；法律規定により集団所有に属する森林及び山陵、草原、属地、河川敷

　　地は除外する」　（草原の言葉が取り入れられているのは、おそらく1982年12月

　　の憲法三度目の改正の時であると思われる）というように、草原は全人民所有

　　となっている点に解題があったと：いえる。結局上述の草案第三条が現行の草原

　　法の第四条のなかでで規定されているように修正された。すなわち「草原は国

　　家所有即ち全入民所有に属し、法律の規定によって集団所有に属する草原は除

　　外する。全人民所有の草原は集団に固定して長期使用することができる。全人

　　民所有の草原、集団所有の草原及び集団に固定した長期使用の全人民所有の草

　　原は、畜牧業生産に従事する欝的として、集団あるいは個人に請け負わせるこ

　　とができる」　（「対中華人民共和国草原法草案審議結果的報告」　『入民日報』
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　　1985．6．9、第4版）。つまり、草原は全人民所有であるが、使用権は集団または

　個入が確保できるようになった。

11）予鉄夫主編「探索草牧場改革之路一草場有償承包使用専集」　『内蒙古畜牧業』

　　増予U号1989、　P15。

12）例えば、内蒙古では50年代終わりごろから牧罠の定住化が進められ、現在は

　　多くの牧民が定住ないし半定住になっている。これに対して、中国の二番目の

　　大草原地域である新彊ウイグル自治区では、牧民の定住ないし半定住は同じく

　　1956年ごろから進められてきたが、成功している地域はあるが、逆に失敗して

　　いる地域もあった。その後定住政策は事実上重視されていなかった。1986年以

　　降この政策が再び重視され、進められてきた。！987年時…点では金自治匿の定住

　　ないし半定住の牧民戸数は4．28万戸、全牧民戸数の約28．7眺となった。このよ

　　うな定住ないし半定住の進行状況は、政策の進め方とも関連するが、それぞれ

　　の草原地域の風土的条件（自然条件、地理的条件、及び社会的・歴史的な条件

　　など）も非常に密接に関係していると思われる。またこのような風土的な条件

　　の違いは、草原政策の導入及び実施過程に影響を与えていると考えられる。

　　　例えば、内蒙古ど新旧とを較べると大きな違いがみられる。つまり、豪彊で

　　は『草原法』及び『草原管理暫行条例』のもとで、内蒙古より遅く1987年末か

　　ら草原の請：負責任制が導入され、草原使用権の確定が行われた。また本稿でみ

　　たように内蒙古では草原法の実施はかなり早いが、これに対して新彊では1989

　　年6月24臼に『新彊ウイグル宙治区実施「草原法」細則』が公布され、三年9月

　　1臼より実行した。また草原使用権の確定も内蒙古より遅く、この三、四年の聞

　　に普及してきた。！990年2月末時点で新旧では草原使用証が配布された戸数は

　　279881戸、うち牧民戸数は118131戸で全牧晟戸数の82．2嘱となっている。また

　　使用権固定の草原面積は5．28億泓で可利用草地面積の73．8眺となっている。

一131一


