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貴州省辺境少数民族地域の農業生産実態
　　　　　　　　　　に関する考察

　　　　一貴州省普三一及び織金県における実態調査一

甫ホ加甫
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1．はじめに

　文部省の科学研究補助金による研究グループ（北海道大学黒河功代表）が行っ

た「申蟹辺境地区における農業総合開発方策に関するB中共同調査研究」は，平

成7年からはじまり，初年度の現地調査は申国の雲南省（メン海県と大理市）と

貴州省（安順市と普定県）を対象として行われた。当机研究グループの問題意

識は，とくに中国の沿海地域の背後に位置するかつての「老革命根拠地」，　「少

数民族地域」，及び「辺境地域」における農村人口の爆発と農村住民の貧困から

の脱出を早急に解決することが，中国社会経済の安定化のために必要不可欠の課

題であるということであった（註1）。そして次年度の研究調査対象は，貴州省

安順地区の管轄にある安順市と普定県，及び貴州省ビジェ地区の管轄にある織金

県の3地域に限定された。その理細は言うまでもなく，貴州省は上述したような

「老・少・辺」を代表する地域であったためである。つまり，普定県はかつての

中国国内戦争において中国共産党の革命根拠地の一つであったが，さらに普定県

から北上して織金県ヘシフトするにつれて，自然条件が悪化するとともに，南方

的な多民族（註2）が混住し，彼らの生活・生産様式も多様化する一方，交通条

件（註3）が次第に悪化し，程度の差はあるものの，地域の社会経済的状況が閉

鎖的（註4）になるといった辺境的状況を色濃く示す地域である。したがって，
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研究グループ叉は中国当局者にとって，このような画一的ではない地域条件を総

合的に勘案する開発方策の糸口を引き出すためには，貴州省の農村地域は適切な

研究調査対象であったと想われる。

　筆者は，初年度から研究グループに岡行して，とくに調査対象地域の農家との

一対一の聞き取り調査に参加させていただいた。調査グループは，農家との対面

調査において，最初から言語と交通という両側面からの壁にぶつかった。言語の

側面においては，現地少数民族農家の言葉が現地村関係者によって中国の現地方

言に訳され，今度はその現地方言がさらに現地県農業関係者によって中国北京語

に訳され，そして最後に北京語から通訳によって日本語に訳されるという言語の

壁である。それから交通の側面においては，中瞬の農村地域に道路工事が奪中行

われているため，村と村の間叉は村と農家の住居地までの車の移動は予定通りに

行かないという交通の壁である。これによって，予定していた調査日程を済ませ

るためには，歩行移動を併用しながら，夜中まで調査を続けなければならなかっ

たのである。それにも関わらず，我々研究調査グループは予定以上の調査資料を

獲得することができ，とくに大量な地域現状資料や農家経営状況資料を手に入れ

ることができたことである。したがって，これらの大量の資料はまだ完壁に整理

されていないが，本稿においてはとくに整理された地域や農家経営資料の一部に

基づいて，貴州省の農業生産状況や辺境農村地域の農家経営生産の現状を分析す

るとともに，いくつかの問題点を明らかにすることとする。

　貴州省の直轄行政地域は，省政府以下市2つ，地区4つ，自治州3つの合計9

つの行政区域である。それらは，貴陽市，六三水市，ゾンイ地区，銅仁地区，ビ

ジェ地区，安順地区，欝西南自治州，欝東南自治州，勲南自治州という行政地域

であるが，我ら研究グループが今回対象とした地域は安順地区の予定県とビジェ

地区の織金県である。調査地域をこの両県に隈定した理由は，両県の土地利用に

おける地目構成に違いがあったためである。それは，主に耕地面積に占める水田

と畑作の割合である。例えば，安順地区の耕地面積における水田と燐作の割合は

半々であり，水田面積の規模において省全体の第5番目に位置する水田・畑作地

域である。これに対して，ビジェ地区の耕地面積における畑作面積の割合は9割

以上にのぼり，畑作面積規模において省全体の第！番目に位置する純畑作地域で

ある。

2．対象地域の位置づけ

貴州省は中国の西南部における雲貴高原の東斜面に立地しており，東経位置は
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103度から109度，北緯位置は24度から29度であり，東西長さは570km，南北広さは

5101《mである。貴州省の総国土面積は1761．3万haで，その87％は山間地であるが，

総停学面積に占める耕地面積の割合は21％である。貴州省の東に湖南省，南に広

西省，西に雲南省，北に四華押がそれぞれ接しており，貴州省の西は険しい斗出

高地であるが，東にシフトするにつれて，地域全体の地形は次第に低地平原に移

り変わっていく。そして，高地の最高海抜は2900m，低地平原の海抜は137皿，中部

地域の海抜は約100伽である。高地の年間降水：量は最低900mmで，年平均気温は摂

氏12度以上あるのに対して，中部と東の低地平原の年間降水量はllOOmm以上，年

平均気温は摂氏16度以上である。西部高地の部分地域を除けば，農作物に適しな

い摂氏0度以下になる日数は，年間において最高50日間から最低10日間しかなく，

ほとんどの地域には農作物の奪中栽培が可能である。栽培されている作物は，第

1に糧食作物として類分けされるものには，主に米，玉蜀黍麦，高梁，芋類と

豆類がある。そして，次に三州作物として類分けされるものには，主に菜種，胡

麻，向日葵がある。最後に工芸作物として押分けされるものには，主に煙草，唐

黍，お茶，桑があり，これ以外に果樹と野菜も栽培されている。

　貴州省の地理的位置と研究調査グループの調査ルートを示すために，図1を作

成した。図！に示されているとおり，貴州省は申国の沿海地域の背後に立地する

内陸地域の一つとしての最前線であり，かつての老革命根拠地でもあったし，現

在多数の少数民族が混住している地域でもあり，貴陽市を境とする西方地域は霞

然条件に劣る辺境地域である。そして，研究グループの調査ルートは図1に示さ

れているとおり，北京から飛行機で直接貴陽市に入り，貴陽市から車で安順市，

普定県，織金県というルートを辿った。全調査臼程と予定は貴州省政府農業委員

会責任者の案内と設定によって行われた。想定県において調査対象農家として選

ばれた農家群は，普定県白岩郷白岩村小坂村民小組（註5）の苗族農家群と岡じ

く白岩郷平田村前腎村民小組の青笹（註6）農家群である。そして，欝金県にお

いて調査対象農家として選ばれた農家群は，賜金県宮塞郷学胃壁薪塞村民小組の

青族農家群，岡じく織金県三甲郷尖山村河中村町小組の脊族農家群，湧華村坂土

村民小組の男憎農家群，湧草村新華村民小組の白族農家群，ジャクア村大治村民

小組の蟹族農家群である。織金野を含む貴州省の西北地域はビジェ地区であり，

普定評を含む貴州省の西南地域は安平地区である。

　今の段階においては，まだ貴州省の県叉は郷レベルまでの詳しい統計資料を入

手していないが，現地農業委員会責任者の数値提供によれば（省と地区レベルに

限定される），耕地の立地条件及びこれに起因すると思われる生産力条件の非画

一性ということである。貴州省の地形には，山地，谷間，低地平原，丘陵地，石

灰地，砂岩山，傾斜地があり，さらに耕地に対して耕地の石化という現象が含ま
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資料）手響きによって作成．
　詮）矢印がついている線は調査ルートを宗す．
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れている。耕地の石化というのは，土地の痩せによるかあるいは洪水等による水

解流失によって，耕地表土が流されると，ただちに下の岩が露出してしまうとい

う現象である。このような現象によって，減少している耕地面積も少なくないと

指摘された。したがって，貴州省と忠順地区及びビジェ地区に限って言えば，そ

の地域ごとの土地野際現状と土地条件を示したのが表1である。貴州省を含む両

表！　貴州省と調査地：域の土地利用現状と土地条件

　　　　　　「単位：万ha（％）」

項目 貴州省 安順地区 ビジェ地区

国土面稜 1761．3 148．9 268．5

耕地面積 369．2（21．0） 41．0（27。6） 105．4（39．3）

内：①水田面積 115．3（77。3） 13．6（76．7） 9．1（69．0）

内：Sl面積 15．2（13。2） 1，6（11，8） 0．5（5．1）

S2面積 45．3（39．3） 5．4（39．7） 2，3（25，3）

S3面積 54．3（47．1） 6．5（47．8） 6、3（69．2）

②畑作面積 251．1（1．9） 26．4（1．4） 95．9（2．7）

内：Sl面積 11．9（4．7） 2，9（11．0） 3．1（3，2）

S2面積 7圭．4（28．4） 10．1（38．3） 玉7．3（18．0）

S3面積 167．8（66，8） 13，4（50．1） 75．6（78．8）

③厨菜面積 2．8 1．0 0．4

樹園地面穂 6．1 0．7 1．1

林地面稜 544．5 27．8 56．9

牧草地面檀 246．0 22．4 33．0

内：①天然牧草地 241．8 22．3 30．5

②人工牧草地 4．0 α1 2．5

資料）現地調査記録より作成．

註！）耕地面積蘭の括弧内数値は国土面積に占める耕地面積割合
　　　を示す．

註2）水田と畑作面積蘭の括弧内数値は平原地帯に立地する面積
　　　割合を示す．

註3）S1は高生産力農地面積を，　S2は中生産力農地面積を，　S3は

　　　低生産力農地面積をそれぞれ示す．面積についている括弧

　　　内数値はそれぞれ地域の水田と畑作面積に占める晶晶を示
　　　す．

地区の国土面積に占める耕地面積の割合は2割以上となっており，この耕地率は

中国全土の7％より遥かに高いが，さらに耕地面積には地力回復のために休閑す

る面積や果樹と農作物を間作する低生産性の土地も含まれているということであ

る。そして，水田と畑作面積の地形的配置もかなり鮮明な特出を示していること

である，つまり水押の7割以上が低地平原に配置されているのに対して，畑作の

95％以上が上記のような条件不利地に配置されている。
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　しかし，非常に注目しなければならないのは，水田と畑作面積はさらにSl，　S2，

S3という等級に分けられていることであり，　Slを「高三田」　（以下高収量農地と

呼ぶ），S2を「中産田」　（以下中収量農地と呼ぶ），S3を「低三田」　（以下低収

量農地と呼ぶ）と規定している。例えば，水田面積に限っていえば，高収量農地

は総面積の13．2％以下（ビジェ地区は5．1％しかない），中収量農地は総面積の2

割以上5割以下（ビジェ地区は25．3％しかない），残りの水田総面積の5割以上

は低収量農地（ビジェ地区は7割に達する）である。これに対して，畑作面積に

占める高収量農地面積は案順地区で1割なのに，貴州省全体と畑作主体地域であ

るビジェ地区のそれは5％以下である。逆に畑作に占める低収量農地面積はかな

り高い割合を示しており，とくにビジェ地区のそれは8翻近くに達していること

である。したがって，地域全体でいえば，高収量農地は極端に少なく，低収量農

地は極端に多いということである。

　高収量農地（S1）の定義は，水利等の基盤条件と立地条件や土壌条件が比較的

良好で，年間の作付け指数は200％以上になる農地であり，10a当たりの反収水準

でいえば，水稲は750kg以上，麦は200kg以上，玉蜀黍は300kg以上とれる農地を指

すのである。そして，中収量農地（S2）の定義は，水利等の基盤条件と立地条件

や土壌条件がやや劣るものの，年間の作付け指数は100％以上になる農地であり，

10a当たりの反収水準でいえば，水稲は450kg当たり，麦は75kg－150kgの問，玉蜀

黍は225－300kgの聞の農地を指すのである。最後の低収量農地（S3）の定義は，水

利等の基盤条件と立地条件や土壌条件がきわめて悪く，年間の作付揃数は沁0％以

下になる農地であり，10a当たりの反収水準でいえば，水稲は1501｛g以下，麦は75

kg以下，玉蜀黍は225kg以下の農地を指すのである。これらの高，中，低収量農地

の定義は貴州省に限ってのことであり，中国各地においても農地をこのようにし

て分類しているが，その定義は各地の地域条件によって異なるということであっ

た。したがって，貴州省だけではなく，中国全体においても，このような低収量

農地を中収量農地に，そして申収量農地を高収量農地に改造していくというプロ

ジェクトは，これは農業地域や農家に課せられたこれからの農業生産における大

重大できな課題の一つであるが，中国農業責任者が貧困脱却問題を語るにしても

あるいは食糧危機の否定を語るにしても，解決しなければならない課題としてし

ばしば登場させる農地問題である。

　貴州省において，農地の改造はこれからのことであるが，現時点ではかなりの

中，低収量農地を抱えているのが事実であり，これがゆえに食糧自給はまだ達成

されておらず，今だにもほかの産地から毎年王00万トン以上にのぼる食糧を移入し

ている。このような生産力条件を有する耕地は三州三叉は調査対象地域の農地基

盤を成すものであり，これは，現時点における農家が農業経営を展開していく際
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の農地基盤条件でもある。農家は，このような耕地条件をどこまで改造：させて行

けるかという問題は，農家の努力と関わることは勿論のこと，国の農業基盤投資

や政策のあり方如何にも関わる大課題でもあろう。貴州省における農地改造は，

現時点では国叉は国際投資機関の援助によってかなり積極的に行われているが，

農家心身による農地改造の実績が大きいように感じられた。しかし，当局から現

地の地域農業や農家に課せられたもう一つの課題があった。それは，いかにして

国の援助のもとで農家自身の努力による農地改造を継続しながら，農家の農業生

産における自主管理組織を早急に育成させ，それを行政サイドから再編しつつあ

る農業生産管理組織や技術普及組織と融合させて，農家の土地生産力を上昇させ

るとともに，引いて食糧増産と農家所得を上昇させるということである。農家の

岬町管理組織は，農業の側面からはじまった中国の改革開放の結果として，1980

年代の中ごろ以降その重要性が強調された。政府は，この農家の自主管理組織に

対して，農家自身による自己防衛や自己成長，そして農地問題や農産物の処理及

び農家四身の問題にはじまる一連の課題解決ができることを期待しているのであ

る。

　農業の側面からはじまった申国の改革開放政策は，中国全土と岡じように貴州

省においても1978年から実施されたが，農家は集団労働体制から個別生産者とな

ったのは1984年からのことである。そして，農家を取り囲む農業生産組織構造の

解体や再編も，丁度この1984年を境に行われた。貴彊省平定県と織金平の農業生

産組織とその再編を概観したのが表2である。表2の上段部分は旧人民公社時代

の農業生産における社隊行政管理組織を示すものであるが，下段部分は現在の農

業生産組織における郷村行政管理組織や郷村合作経済管理組織を示すものである。

行政管理組織の変化というのは，かつて追随的立場にあった行政管理組織が主導

権を握り，主導的立場にあった党の管理組織が追随する立場に逆転したことと，

農家自身が選挙できる役員は自分達と一緒に住みかつ国家幹部ではない村民／j、組

の組長だけとなっている。

　問題は，表2の下に示されている生産管理組織叉は技術普及組織を一括して担

当する合作経済管理組織のことである。この組織は行政組織と単独に設立してお

り，郷政癒や村レベルにおける組織の役員は国家公務員であり，村民小組段階に

は公務員や役員を設置しないが，上層農家を中心として農家の嵐主によって形成

される各種の専門合作社を組織し，これらに生産管理サービス，生産物流通サー

ビス，生産資材提供サービス及び生産技術普及サービスを行うことである。ここ

でいわれている専門合作社というのは，いわゆる政府が期待している農家の自主

管理組織である。政府の方針によれば，これは昔のような共隅労働を意味する共

岡体的な単なる労働組織ではなく，①農家自主によって形成される農業生産者組
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1

養

表2　貴州省普定県と勲爵県の農業生産組織とその変遷

新

旧

行

政

管

理

組

織

生三

蓋三

管普

理及

組組

織織

旧農業生産翻織構造：（1984年まで）

人民公　　　　　　　　　　→→生産大隊　　　　　　　　　　→生産隊
　役員選出→上層部　　　　　　　　役員選出→上層部　　　　　　　　役員選出→上層部

　主要役員→社党委書記，副書記　　主要役員→党支部書記，副書記　　主要役員→党小組長，

　　　　　　社長，副社長等　　　　　　、　　大隊長，副大隊長

　↓

→農家群
　　共同生産者

副組長

新農業生産組織構造：（1985年以降）

郷人民政肩 →行政村 →→ ｺ民小組
役員選出→上層部　　　　　　　　役員選出ゆ上層部　　　　　　　　役員選出→農民選挙

主要役員→郷長，副郷長　　　　　主要役員→主任，副主任　　　　　主要役員ゆ組長，副組長
　　　　　郷党委書記，副書記　　　　　　　会計士，婦人主任　　　　　　　　盤面組長，副組長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　治安主任，民兵弓長
？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　党支部書記，副書記

↓

郷農村含作経済管理所←一→村合作経済管理点←　　　　→
役員選出ゆ上層部

主要役員楴所長，副所長

　　　　　技術員，普及員

役員選出→上層部

主要役員→村副主任兼任

　　　　　村役員と協力

→→ _家群
　　　個劉生産者

専門合作社（未設置）←一→農家群ゆ社員
　役員選出→社員選出　　　　　　個別生産者

　主要役員→未定叉は組長兼任

　　　　　　組長と上層農家と協力

資料）現地調査記録より作成．



織，②農家自主によって形成される自営叉は共営会社，③農家一三によって形成

される自主管理協会である。これらを総括して，現地では農家＋会社＋協会を一

体化した地：域の利益共岡体であると指摘している。しかし，我々調査グループが

調査した村民小組においては，農家自主によって形成された農家自主管理組織で

ある専門合作社（利益鳥山体）は一つもなかった。このことについては，次の説

明が示された。第1は，合作経済管理組織がいかに形成され，農家へのサービス

提供を具体的にいかにして行うかという技術的側面がまだ解決されていないとい

う。第2は，農家はまだ合作経済管理組織の本当の目的やそのメリットを理解し

ていない，彼らはまた昔の集団化に戻るのではないかという不安がある。第3は，

農家の耕地規模は零細で専門合作社を作るほどの経営規模にいたっていない一方，

自主的に組織を形成できるほとんどの上層農家は出稼ぎに行っているからという。

調査においても明らかに感じたことは，農家の出稼ぎが目立ち，現金収入の獲得

に必死であったということである。したがって，研究調査グループが対象とした

農家群は，なんらかの自主管理組織に所属していない，完全に個別単独で頑張っ

ているものであり，いわゆる地域の利益共同体のメリットに恵まれていないもの

である。貴州省全体でいえば，このような農家の地域利益共同体は貴州省の東の

地域，つまり発展の波が押し寄せている沿海地域に近い地域において，その発展

ぶりがめざましいということである。我々研究調査グループは，その様相を確か

めることは出来なかった。

3．農家経営実態

　研究調査グループが選んだ対象郷・村は，貴州省安直地区普定県白陽郷，ビジ

ェ地区織金県官二郷と三高郷であり，この3つの郷からいくつかの村民小組を選

んで，調査グループは2つの聞き込み調査グループに分かれて聞き込み調査を開

始した。筆者が所属した聞き込み調査グループは，上述の3つの郷の中から7つ

の村民小組を選んで，この中の11農家を抽出して調査対象とした。農家抽出に関

しては，真っ先に村民小組長から現地の農業事情に対する聞き取り調査を行って

から，彼にできるだけ現地の一般的生活水準を代表する農家を選べさせ，彼の案

内のもとで聞き取り調査を行った。このようにして，調査した農家群の経営構造

を示したのが表3である。現地において，青族という民族は1995年までもともと

漢民族としてみられてきたが，1996年忌らは二三と名乗り出て，中央政府に申請

を申し込んでいるようである。もしこれが少数民族であるとすれば，調査農家は

すべて少数民族の農家ということになる。
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表3　貴州省少数民族農家経営構造の実態

窒

1

所属県 番号 家族主 年齢 家族数　労力　出稼　造田面積 飼養家畜数（頭，羽） 耕地面積 作付面積（a）

郷 （氏名） （才） （人／a）（人）　（人）　（a） 牛　豚　鶏　アヒル （a／駕） 水稲　麦　玉蜀黍豆　芋 菜種野菜

普定県 1 楊正奎 70 8　（9．6）　4（2）　　2（1）　　　　　10 3（1）3（1）　　　　4 76．7（56．5） 43．333．3　33．3 10　6．7

白陽郷 2 周栄才 23 4（7。5）3（1）1（1） 1 30，0（11．0） 3．3　3．3　26。7 3．3

農家群 3 洪宗祥 45 5（4，7）　5　2（2） 4（1） 23．3（43．0） 10　　　王0　　13．3　　　　　　　13．3

4 周蛍窓 60 11　（4，9）　7（2）　　　1（1）　　　6．7 3（3）　4 53．3（37．5） 20　　　10　　16．7　　　　　　　16．7 10　3．3

1

織：官　1 5 左註昆 46 7　（3．0）　　　6　　　　3（2）　　　3．3 2　20　　7 26，7（49。8） 13．3　　　20　　i3。3　　　　　　　13．3 10　3．3

金：塞 6 左連挙 40 6（3，3）　2　　1 1（1）　12 20．0（33．5） 6．7　　6．7　　13，3　　　　　　　13．3 6．7

　【ｧ1郷 7 羅国強 48 4　（6．7）　　　3　　　　2（2）　　　3。3 1　　1　　4 26．7（37．5） 10　　　10　　16．7　　8。3　　8．3
蜜…家・三群測玲　「

　8
@9

p11

周起能

ﾂ誌面
糾J科
挙ｾ全

45

S3

S0

U2

曽謄曽需一一 @一　｝　需r　一　一r　用　嘗一　一　酔嚇需　闇需　胴需鯛P髄＿謄　冒＿一謄齢，｝　一　幽　■　貯需騨一　一一一　一一髄一一

@　　　　　　　　　11（5。6）　6　3（3）

@　　　　　　　　　5（6．7）　4　3（1）

@　　　　　　　　　5（8．0）　3　2（1）

@　　　　　　　　　2（16，7）2（2）　0

一　　一　　需　　璽　　髄　　｝　　鵯　　需　　曹　　御　　鞠　　い　　一　　郁　　一　　一　　一　　幽　　冊　　一　　謄　　轍　　　，

P（1）　2　20　12

@2　　2　20　　4
@405（1）
P（1）　1　20

63，3（15．8）

R3．3（50．2）

S0．0（33．3）

R3．3（39．9）

一　　一　　一　　一　　凹　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　曽　　一　　一　　騨　　卿　　輌　　騨　　聯　　嚇　　需　　幣　　鴨　　一　　一　　一　　一　　r　　騨　　騨　　一　　一　　騨　　一　　魅　　一　　曽　　闇　　暫　　髄　　一　　一　　鴨　　讐　　嘗　　観　　＿　　曽

@　　　　　　10　　　10　　53．3　　　10　53．3

@　　　　　16．7　16．7　　玉6．7　　　　9　　　　？

@　　　　　13．3　13．3　　26．7　　　　9　　26，7

@　　　　　13．3　　　　　　　　　　20　　　　20　　　　20

9　　　9

X　　？

資料）現地調査記録より作成．

註！）1，3，4，5，8番農家は親子家族を範囲とする大家族農家である．

註2）1番農家は苗族，loと11番農家は一族，残りの農家は青族である．

註3）農家番号は現地での調査順番を示す．

註・1）家族数回の括弧内数値は一人当たりの耕地面積を示す．

註5）労力欄の括弧内数値は労働力数に含む50代以上の老齢者労力を示す．

註6）出稼欄の括弧内数値は繍稼者の内の季節出稼者を示し，それ以外のものは常年出稼者である．

註7）耕地面積欄の括弧内数値は耕地面積に対する水田面積の割合を示す．

註8）飼養家畜頭数欄の各括弧内数値は繁殖用家畜頭数を示す．



　農家の経営構造から窺える第1の翠微は，表3に示される11農家の家族構成や

労働投入における特徴である。調査農家の平均年齢は47．5才，一戸当たり平均人

口は6．2人である。家族一人当たりの耕地面積において，！番，10番，11番農家の

は全国平均の7。9a（1994年）を上回っているが，それ以外の農家の一人当たり耕

地面積は7．9aにも達していない。労働力数は，家族戸籍に所属していて，一緒に

住んでおられる男女ともに18才以上のものである。労働力は農家にとって，貴重

な農業生産要素であり，これを自家農業生産に投入してから，余った労働力の投

入先は2つある。その1つは出稼ぎであり，もう！つは耕地の基盤整備を意味す

る耕地改造と耕地規模を拡大するための造田工事である。この造田工事は，現地

の農業基盤整備事業の一貫として「坂改梯工程」という国の事業の名のもとで行

われており，国からの援助や報酬もあるというが，主に現物援助ということであ

る。しかし，罹家との調査において，追加造田に対しての国からの援助や報酬を

まだもらっていないという農家にも出会った。したがって，農家はできるだけ出

稼ぎの方を選び，造田に関しては水田として追加造鐙される可能性のある場合に

おいて，出稼ぎから余った労働力を追加造田工事に投入するということが事実と

なっている。極端に労働力不足している農家は，わずかな余剰労働を出稼ぎの方

に投入するという優先順位をつけている。ここでは，貴重な生産要素である労働

投入において，農家の比較優位性に対する選択行動が鮮明に表れており，耕地基

盤整備事業の展望が心配される。これは，現時点における農家の経営要素である

労働投入の三遷として考えられる。

　第2の影響は，農家が1990年から積極的に家畜飼養を導入していることである。

農家が農業生産に対して家畜飼養を導入している目的は2つある。その第1の目

的は，大型家畜である牛を繁殖兼役畜として利用するためである。つまり，母畜

を繁殖させて子羊を現金収入のために販売する農的を第！位に位置づけ，さらに

母畜を役畜としても利用する霞的を第2位的地位においている。勿論，老廃牛は

肉牛として，難場で処理される。農家が隼に牽かせる農機具はすべて伝統的な木

製のものであり，現代的農機具を利用している農家はいない。ほとんどの農家は

このような農機具を備えているが，不足する部分を互いの貸し借りや交換利用も

しくは労働交換という形で補足しあっている。そして，養豚に関していえば，繁

殖販売が第エ位で，自家消費が第2位であるが，家禽の飼養は完全に現金収入の

ための販売閉的に使われている。

　そして，家畜飼養を導入する第2の霞的は，有機肥料の確保のためである。農

家は化学肥料や農薬をも購入しているが，これらは村行政が提供するもの叉は村

行政を通して配分される技術普及のものもあれば，農家が国へ食糧農産物を販売

する時に安く提供して貰えるものもある。市場の商人から購入することはないと
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いうことであった。しかし，農家が購入する量は微々たるものであって，農家は

必要最小限の量しか利用しないということであった。農家の家畜飼養規模は，牛

では3頭程度，豚では3頭前後ということであり，その飼料基盤は自家農業の副

産物，そして夏に収集した栄養のある草だけであって，自家生産の食糧余剰分を

加工して豚の肥育期間叉は家禽に対して補給することである。家畜飼養のための

飼料作物の生産を行っている農家は，今のところ見当たらない。10番農家は郷に

所属している現地の獣医予防委員であって，彼は年間に40頭前後の牛を肥育して

いるが，彼は牛の肥育のための飼料作物を栽培しているのではなく，付近農家の

余剰農産物や翻産物を買い入れて家畜飼料を確保しているという状況であった。

農家の飼養している家畜から得られる糞尿有機肥料は，彼らの保有している経営

耕地面積に還元するのに十分なものであると，農家側が答えているが，そこには

一つの有機農業のミニ循環システムが成立しているようである。現実は果たして

有効的なものであるかどうかは，確かめるすべはない。

　第3の特徴は，表3に示されている農家の経営耕地の利罵状況と農産物の利用

である。表示している経営耕地面積は農家の総面積を示すものであり，括弧内数

値は総耕地面積に占める水田面積の割合である。既に述べたように，農家の耕地

面積は非常に零細なものである一方，いずれの農家の耕地は一ヶ所にまとまって

いるものではなく，1984年に耕地の割当の際において，耕地の質に払わせてバラ

バラの耕地が組み合わされて割り当てられたものである。したがって，農家はい

くつかの圃場の間に行き来しながら，農作業を行うことである。したがって，農

家の経営耕：地規模は自給や販売のための食糧生産物の確保や僅かな換金作物を栽

培するのにぎりぎりの規模である。農家が栽培している農作物は，食糧作物とし

ての米，麦，玉蜀黍であって，とくに麦と玉蜀黍は自家食糧の対象であり，米は

非當に貴重な食糧として扱われる。米の利用目的は，冠婚葬祭に欠かさないもの

である一方，困った時の換金食糧としても利用される。主要な換金作物は豆，芋，

菜種，野菜や果物である。とくに，菜種と野菜及び果物を換金作物として利用す

る傾向が強い。したがって，農家の経営耕地は自家生産物の確保や年間の生活営

みを保証する重要な生産要素の一つである一方，その規模は非鴬に零纒且つ分散

していることであり，本格的な作物栽培技術の導入を行うには多くの不利な点が

存在していることはいうまでもないであろう。

　しかし，今回の調査において，農家の具体的な農作業実施状況を把握すること

はできなかったが，地域行政からとくに農家の農作物栽培技術を重点的に脂導し

ているということであったため，主に地域の農作物栽培における輪作方式に関す

る指導や農家レベルでの具体的な輪作方式に注目した。というのは，上述した行

政サイドから再編しつつある農村合作経済管理組織がこれを担当しているからで
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ある。農家の自主管理組織が未編成の地域において，その指導普及の効率が非常

に悪いということであった。つまり，農家は個溺的に独立して横のつながりが薄

れていることが一方にあり，もう一方では出稼ぎが多いためすべてのベテラン農

家労働者に一度に技術普及知識を伝えるのが難しいということである。

　貴州省の食糧農業生産において，大きく水田と畑作という地團があり，食糧自

給達成のため，これらの地醤の土地生産性を高めることが行政側の最大の課題と

なっている。したがって，貴州省の専門化や農業関係者によって，畑作において

1986年から「多熟分界輪作技術」という技徳を導入し，普及に力を入れている。

多熟というのは多毛作のことであり，二上は地域性を配慮することである。多毛

作は地域によって，できるだけ一年に2作あるいは3～4作，及び2年に5作を

実現することである。水田に対しては「稲田多熟総合利用技術」を導入普及して

いるが，これは主に大規模で熱資源や水資源に恵まれている水田地域を対象とし

ているようである。これらの地目ごとに制定された輪作方式をまとめたのが表4

である。表4によれば，水田における稲はかなり多種類の作物と組み合わされて

表4　貴州省の農業生産技術術普及における作物輪作方式

地　目 栽培作物 輪作方式

水　田 菜種，瓜，稲

栫C稲，さつまいも

栫C稲，芋
?菜，稲，野菜
ﾘ種，稲，再生稲

菜種→瓜→稲

栫@→稲→さつまいも

栫@吟稲→芋
?菜→稲→野菜
ﾘ種吟稲→再生稲

畑 麦，玉蜀黍，さつまいも

栫C煙草，さつまいも

麦　→玉蜀黍→さつまいも

栫@→煙草　一→さつまいも

資料）現地調査記録より作成．

註1）上記の輪作方式は，大学の農学専門化，研究駈の専門化，省農業関
　　　係者によって，地域の状況に合わせて制定したものと説明された，

註2）これらの輪作方式は，1986年から各級の農業普及員によって，農家
　　　を対象に普及開始となっている．

栽培され，その輪作方式は5とおりあるということである。畑の主要作物は麦と

玉蜀黍であり，組み合わされる作物種類は少なく，その輪作方式は2とおりある

ということである。このような作物の栽培輪作：方式は，研究者や農業関係者によ

って一方的に制定されたものではなく，農家の意見や農作業実施に障害が起こら

ないようにして制定されたものと説明された。

　貴州省政府によって制定された畑作の輪作方式は，1986年から各地域に導入実

施となった。現在この輪作方式を導入実施している県や市は70を越えている。そ
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して，導入実施となった累積面積は1990年に時点では85万haに及び，10a当たりの

平均増産実績は222kgに達したということである。これに対して，水田において制

定された輪作方式は，1987年から導入実施となったが，これは大規模水田地域を

対象としているようである。1990年に5万haの水田を対象そしているが，その結

果は，10当たり反収水準でいえば，平均して約896kgに達したということである。

　これに対して，調査研究グループが対象とした農家によって実施されている栽

培輪作方式を表5に示した。調査によって明らかにされた表5の輪作方式によれ

表5　貴州省普定県と織金手農家の作物栽培における作物輪作方式

農家 地目 栽培作物 輪作方式

番号

1，2．5 水田 稲，麦，菜種 稲　　→麦→菜種
畑 玉蜀黍，麦， 玉蜀黍→麦→菜種

菜種

3 水田 稲，麦 稲　　→麦
畑 玉蜀黍，芋 玉蜀黍ゆ芋（ほとんど玉蜀黍と間作）

4 水田 稲，麦，菜種 稲　　今麦→菜種
6，7．8 畑 玉蜀黍，豆， 玉蜀黍→芋，野菜，豆（ほとんど間隔）
9，10） 野菜，芋

11 水田 稲 苗作り→移植→稲収穫　　　　→緑肥播種
（3月）　（4月）（9月下一10月上）　（10月中）

→緑肥返しゆ苗作り→移植
（翌2月）　　　　（翌3月）　　（翌4月）

畑 玉蜀黍，麦， ①：玉蜀黍播種ゆ豆間作→収穫→牛放牧
芋，豆 （4月）　　　（6月）　（9月）（10－11月）

→麦播種→麦収穫→玉蜀黍
（11月）　（翌5月）

②：芋播種→玉蜀黍間作→芋収穫→玉蜀黍収穫
（12月）　（翌4且）　（翌7月）　（翌9月）

→牛放牧　　　→麦播種　→麦収穫
（翌10－H月）（翌珪月）（翌々5月）

→玉蜀黍播種

資料）現地調査記録より作成．

　註）11番農家の作物輪作における①は玉蜀黍と豆が間作される場合であり，
　　　②は玉蜀黍と芋が間作される場合である．

ば，農家が実際に実施している輪作方式は完全に表4と一致しているものはない

が，11番農家の畑作輪作方式が表4の畑作輪作方式といくらか一致している点が
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ある。調査対象農家は政府や普及部門からの作物輪作方式の指導を受けてはいる

が，基本的には彼ら自身が編みだした輪作方式を採用しており，これは自分達の

農作業の実施や労働力の配分，そして作物の成長に対する気温状況を考慮した結

果と答えている。さらに，今奪から換金作物のウェイトを増やすという意味にお

いて，煙華の栽培を組み込む予定であると答えた農家は大半であったが，調査農

家自分が編みだした作物輪作方式のもとでは，農業生産における労働力の競合や

作物聞の競合は発生していないということであった。その基本的な要因は作物栽

培面積，つまり経営耕地面積の零細性である。現実的には，彼らの経営面積は家

族の老齢者や婦人叉は子供の労力で，農作業を十分行える程度のものであって，

基幹労働者は耕作や収穫以外の時に出稼ぎに行けるということである。例えば，

11番農家は夫婦2人の老齢者農家であって，33，3aの経営耕地面積における農作業

を実施する際に，耕作と収穫の時にだけ嫁に行った娘に駈5日間の朝晩に手伝って

もらうだけで，後の農作業は自分達老齢夫婦二人だけで済ませている。彼は出稼

ぎに行かないが，33，3aの耕地面積で十分食って行けるし，おかげで楽しみながら

農業をやっているよと答えている。したがって，貴州省の作物栽培における輪作

方式は，地力維持を考慮したものというより，当たり前のことではあるが，食糧

生産の最：大化叉は農家の現金収入の最大化を狙ったものであるいえるが，調査農

家の方の輪作方式にはさらに出稼ぎのための労働力簸約というニュアンスが含ま

れているようである。

4，農家経営実績と農産物流通

　既に述べたとおり，農家の経営耕地面積は非常に零細で小規模のもので，幽稼

ぎに対する意欲が強いということであったが，農家の農業生産に対する意欲も好

調であり，新たな経営展開を見いだすための努力や期待も旺盛であった。これを

彼らの経営実績と今後の農業生産の展開における報復からも伺えることができる。

本節において，最初に農家の経営実績はどのレベルのものであり，どのような方

法で現金収入を得て，農畜産物をどのようにして処理しているかであり，次に農

家が直面している市場にはどういう種類の市場があり，その価格条件はどの水準

にあるかを検討することである。したがって，最初の検討を行うために，農家の

経営生産実績を示したのが表6である。

　表6において，第！には農家の食糧農産物の収量と反収を示した。農家の食構

造を調べることはできなかったが，食糧農産物において，米は貴重な換金農産物

として位置づけられており，主に玉蜀黍と麦そして芋を主食としての消費農産物
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表6　貴州省農家経営実績

器

所属県 農家家族主 年齢 稲 麦 玉蜀黍 現金収入内訳 家族一人当

郷 番号 収量 単収 収量 単収 収量 単収 総収入 農産物 畜産物 出稼ぎ 現金収入
（氏名） （才） （kg） （kg／10a） αg） （kg／10a） （kg） （Rg／10a） 元 元 元 元（％） 元／人

素干県
エ

訂正歪 70 2750 635．1 1GOO 300．3 1500 450．5 7600．0 2700．0 3600．0 1300．0（17．1） 950．0

白陽郷 2 恥辱才 23 200 606．1 50 151．5 700 262．2 770．5 170．5 0．0 60α0（77．9） 192．6

農家群 3 洪宗祥 45 350 35α0 100 100．0 1000 751．9 2055．0 255．0 600．0 1200．0（58，4） 41LO
4 周蓬栄 60 900 450．0 150 150．0 800 479．0 3620．5 1020．5 1400．0 1200．0（33．王） 329．1

織1官 5 左秀昆 46 800 601．5 400 200．0 1500 1127．8 5930．0 50．0 1480．0 4400．0（74．2） 847．1

　1烽P塞 6 左海嶺 40 400 597．0 200 298．5 750 563．9 81600．0 0．0 1600．0 80000．0（98．0） 13600．0
県1郷　1 7 羅国強 48 5GO 500．0 300 300．0 1000 598．8 700．0 200．0 0．0 500．0（7L4） 175．0

農1… 一　一　馴　嘗　｝　｝　需　，　，　，　柵　冊　一　謄　榊　鴨　＿　＿　謄　嘗　＿　＿　一　翻　嘩　■　一　一　鼻　”　一　一　暫　冒　層　鱒　鴨　鱒　P　一　｝　鱒　”　鵯　欝　騨　樽　9　■　雪　，　一　騨　炉　騨　騨　騨　鴨　鴨　一　一　卿　胴　一　一　齪　騨　一　一　璽　■　P　駒　卿　一　一　騨　観　卿　騨　騨　卿　一　一　一　一　一　一　一　一　曹　曽　騨　騨　騨　聯　薗　一　一　r　一　罹　一　一　鴨　芦　一　冒　掃　帯　，　曹　一　一　曹　一　，　騨　曹　一　聯　｝　一　一　一

家1三　1 8 周起能 45 1000 1000．0 150 150．0 1000 187．6 2000．0 0．0 0．0 2000．0（100．0） 181．8

群：甲 9 高高寛 43 1750 1047．9 500 299．4 800 479．0 3940．0 0．0 2540．0 1400．0（35．5） 788．0

1郷 10 白塗科 40 1300 977．4 200 150．4 1750 655．4 20580．◎ 0．0 17400．0 3180．0（15。5） 4116．0

i 11 赴得全 62 600 45L1 750 375．◎ 2100．0 0．0 2100．0 0．0（0．0） 1050．0

資料）現地調査記録より作成．

註1）2，3，6，7番農家は年間において僅かな食糧購入をしている．

註2）出稼ぎ蘭の括弧内数値：は現金総収入に占める出稼ぎ分の割合を示す．



としている。農家は一般的に，販売価格の高い米を販売してほかの購入価格の低

い食糧農産物を購入するという行動をとっている。したがって，出稼ぎを専業と

している6番農家を除けば，表6の註に示されている食糧購入農家は，食糧自給

（芋を主食としている状況を考えれば）を出来ていないという意味を示している

ことではない。このような食糧自給水準の観点からみた場舎には，すべての農家

の生活状況は，いわゆる「温飽」（ぎりぎりの生活状況）の達成はさることなが

ら，さらにそれから脱がれて，「小康」（まずまずの生活状況）の手前まで来て

いる。これは，農家が近年から経営において家畜導入をする一方，農地生産力を

上昇させた努力の結果として考えるべきである。

　1990年，貴州省の農産物の平均反収として，米は484，4kg，麦は196．1kg，玉蜀

黍は263．31《gであった。1996年，我々が調査した表6の農家を含むこの地域の反収

は，圭990年においてもその大半は貴州省の平均より低かったが，この6年聞に農

家の反収は飛躍的に上昇していると説明された。表6の農家の農産物反収を眺め

た場合，貴州省の1990の平均にまだ達しない農…家は，米においては3番農家，4番

農家，11番であり，麦においては2番農家，3番農家，4番農家，8番農家，10番農

家である。これに対して，1990年の貴州省の玉蜀黍平均反収に達していない農家

は2番農家と8番農家となっている。調査農家に対して，6年前の収量と今の収量

のどっちが多いかという質問については，すべての農家は今の収量の方が多いと

答えている。農家は近年から農地に対して人畜糞を主とする有機肥料の投入，自

力による農地基盤整備の増加を常に行っていることは事実であるが，その反面こ

れから新品種の導入と化学肥料の投入を主とする農業展開については，一部の農

家が分からないあるいは不安であると答えている。しかし，反収の低い農家は，

保有している耕地の質がかなり低いものであることを常に訴えていた。

　そして，次に表6に示した農家の現金収入についてであるが，農家の現金収入

は農産物の販売収入，畜産物の販売収入，そしてブームになっている出稼ぎによ

る現金収入より形成される。収入構成からいえば，今年はたまたま畜産物を販売

しなかったという農家を除いて，農産物の収入よりは畜産物の収入の方が多く，

畜産物の収入よりは出稼ぎの収入の方が多いという仕組みになっている。農産物

販売の内訳は，食糧農産物，菜種，芋，野菜，煙草等であるが，我々が聞き取っ

た農産物の販売は食糧農産物以外の収入である。貴州省は1995奪から貧困地区や

生産力の低い辺境農村地区に対して，農家の食糧自給と生活向上をはかるという

目的で，農家の国への食糧農産物義務販売や契約販売を取り消しとしているが，

農家は食糧農産物の販売に対して，現地役所責任者の案内者が同行している限り，

彼らの食糧農産物の販売事情を明かそうとはしない。これは，次に述べる農産物

市場条件によって明らかにされる。したがって，表6に示されている農産物収入
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は事実より低いものであると考えられる。それから，出稼ぎ収入が総収入に占め

る割合をみた場合，1番農家，4番農家，9番農家は日本でいう第！種兼業農家

の分類に属し，11番農家だけ（老齢夫婦二人だけ）は専業農家の分類に属し，そ

れ以外の農家は第2種兼業農家の分類に属することである。しかし，6番農家は

技能的な大工さんであって，地元の出稼ぎ農家グループの責任者として，農家を

組織して沿海地域に年中墨稼ぎしている農家である。農家の出稼ぎ先は，沿海地

域への出稼ぎを除けば，ほとんどが地元の道路建設，ダム建設，建築工事等政府

投資によるプロジェクトに参加することによるものである。したがって，農家に

とって，出稼ぎはなくてはならない現金収入の一部分である。このような総現金

収入を農家家族人数でわり算して得たものは，一人当たり現金収入額であるが，

地元の統計局によって計算された農村一人当たり最低現金収入150元を上回ってい

ることであり，それは農家の出稼ぎ収入額いかに関わっていることであった。

　そして，次に調査農家が農畜産物を処理することに当たって，彼らが直面して

いる流通組織と価格形成の仕組みは，表7に示される。貴州省の農産物に対する

表7　貴州省における農産物取引と価格決定

農産物売買政策と類分け 対象農産物の数と価格決定の変化

1978年～1984年 1985年以降

　農産物

?買政策
農産物類分け 対象農

Y物数
価格決定 対象農

Y物数
価格決定

統購統錆

h購統鎗

c町議二

ﾑ市貿易

一類農産物（重要農産物）

ﾆ食，綿花，油原二等

�ﾞ農産物
i産地割当農産物）

恬ｿ，麻，絹，煙草，
�ﾞ，木材，畜産物，

ﾊ物等
O三農産物（余剥農産物）

ﾞ分け外農産物叉は計画
謌�ｩら余った一，二類
_産物

`務販売農産物を除く

21

P8

ｷべて

ｷべて

統一緬格
i蟹家）

揶皷ｿ格
i国家）

c購価格

s場価格
i議購癌

i参考）

　12

@9

ｷべて

ｷべて

統一価格
i国家）

揶皷ｿ格
i国家）

w導価格
i国家指定

ﾌ上下価格
O内に変動
ｷる価格）

s場価格
i自由）

資料）現地調査記録より作成．
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流通組織や価格形成の仕組みに関する改革には，1978年からはじまった価格構造

の改革と，1985年からはじまった流通体制の改革がある。貴州省の改革手順もこ

の時期的展開にしたがったものである。したがって，1978－1984年の間に，貴州省

は中国全土と同じように，食糧農産物を主とする重要農産物を一類農産物，特定

産地にしか生産繊来ない産地割当農産物を二類農産物として，前者に対して「統

購甲子」　（統一買い付け統一販売）という売買政策を実施し，後者に対して「群

群統鎗」　（産地割当買い付け統一販売）という売買中墨を実施した。これらの農

産物の価格は，国の統一決定によるもので，直接行政によって買い付けられ，国

の食糧倉庫に直流するものであるが，年々その取り扱われる対象農産物の数にだ

け変化があるということである。これに対して，三野農産物は一，二類農産物か

ら余った余剰農産物や野分けされていない農産物であり，国の食糧農産物を扱う

国営企業によってある程度の営利目標を兼ねて取り扱われる農産物である。その

取引形式は「議解悟錆」　（協議買い付け協議販売）という売買政策によって実施

され，その価格は勿論国の統一決定にしたがうものの，重要農産物や産地割当農

産物の価格より高く決定される。1984年まで農畜産物の大半が国の統一買い付け

（産地割当買い付け）統一販売ルートを経由していたが，玉985年からその大半が

この協議買い付け協議販売ルートを経由するようになった。そしてこの協議買い

付け価格は，1991年まで表7に示されている農家や商人の「集布貿易」　（自由市

場）価格とほぼ同水準で決定され市場価格を誘導し，市場価格の安定をはかって

いたが，その価格水準の形成メカニズムも一貫して国の統一的な価格決定や上下

価格指導を無視するものではないという欠点があるものと指摘された。したがっ

て，農地産物に対する価格や流通の改革はこのようにして行われたのである。

　しかし，既に述べたように，調査対象農家は国へのi義務販売や契約販売という

制約を受けていないため，農家は実際に国の統一買い付け市場と産地割当買い付

け市場，及び協議買い付け市場，国の買い付け市場と独立している自由市場とい

う四つの市場に直面し，それぞれに異なる価格条件に恵まれている。農家の農産

物処理における選択行動は，価格にだけ反応して，取引先を自曲に決定するとい

う環境にある。したがって，農家の経済収入の規定に関して敏感である重要な価

格要素に関して，四つの市場ごとにその価格条件を示したのが表8である。表8

に示されている契約買上価格というのは，上述した統一買い付け市場と産地割当

買い付け鮮場の価格条件を示すものであり，契約外買い上げ樋格というのは協議

買い付け市場の価格条件を示すものである。さらに，この契約外買い上げ価格は，

販売農家に対して安い新品種の種と安い化学肥料を提供することを約束している。

そして，集市貿易販売価格というのは単解市場の価格条件を示すものである。表

8より一目瞭然のように，市場価格水準はほかの市場価格水準より遥かに高いが，

一39一



表8　貴州省普定県と織金県における農産物価格
　　　　　　　　（単位：元／k9）（1996俸現在）

農産物 国家価格 集市貿易 価格倍率

項目 （価格）

統購・三三 議購
（価格） （価格）

（A） （B） （C） （C／A）～（C／B）

（C／A）

米 0．95 1．72 2．90 2，7～1．7

：麦 0．73 1．53 2．43 2．3～三。6

玉蜀黍 0．56 1．38 1．58 1．8～1．2

豆 1．80 2．42 3．32 1．8～1．4

菜種 1．43 ｝ 2．20 1．54

煙草 2．80 ㎜ ㎜ 一

豚肉 3．84 一 8．30 2．20

牛肉 3．46 一 6．80 1．97

羊肉 4．37 一 7．60 i．74

家禽肉 6．50 ｝ 11．9 1．83

卵 5．38 皿 7．00 1．30

資料）現地調査より作成．

実際に農家は生産要素までをやすく提供してくれる国の契約外買い上げ市場が農

家の庭先に設置いるのにも関わらず，わざわざ家族当番制を作って遠く離れてい

る村や郷及び県所在地に開かれている自鐵市場（週3影回開かれる）を選択して，

自分の農畜産物を販売している。

　これはどういうことを意味しているかを現地農業責任者の案内者からうかがっ

たところ，国が農家に提供している安い新農業生産要素はこれからの農家の農業

生産にとって重要なものであるとしても，これを導入して行く際に必要な技術指

導や普及というソフトな側面がいまだに行政サイドからセット化されていないこ

とが第！の原因であり，新技術の普及導入によってもたらされるメリットを，農

家はまだ実感していないということになる。第2の原因は，農家は交通道路が未

整備の原因で閉鎖され，品不足している田舎から，あらゆる必要用品が揃ってい

る自由市場へ出かけて，自家農産物を販売しながら，日常必要品を買い揃い，新

鮮な情報を集めることを楽しんでいること。第3の原因は，農家家族の若者が争

うようにして，家族の農産物を担いで自由市場へ出かける。これは若者が都会的

な要素を楽しむことと，各方面から集まって来る若者と出合，そこで恋愛すると

いうチャンスを得るからであると説明された。

　しかし，農家が重い荷物を担いでわざわざと遠い自由甫場まで行かなければな
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らない原因はこれだけではないように思われる。実態調査によってつかんだ情報

によると，協議買い付け市場の価格の実施体制そのものにある。協議買い付け価

格は，もともと蘭曲市場価格を誘導するため，曲面市場価格に反応しながら決定

されるはずであった。この体制は，既に述べたように1991年までうまく対応して

来た（註7）が，1992年から機能しなくなった。その責任は国の食糧農産物を扱

う国営企業にある。つまり，国の食糧農産物を扱う闘営企業が資金不足のためと

いう三曲で勝手に，協議買い付けするべき食糧農産物を国の統一買い付けや産地

割当買い付け価格で購入することを決定したり，あるいは購入を打ち切ったとい

うことである（註8）。したがって，今まで国営企業の協議買い付け市場に農産

物販売を流して来た農家は，価格条件が逆転したため販売価格の高い自由市場に

農畜産物を流すようになったということである。

5。結び

　以上で述べて来たように，今團の共嗣調査を踏まえて，つまり貴州省辺境地域

における地域の農業生産における実態調査から感じたことは，調査地域における

それぞれの歴史的生産関係の展開過程をともかくとすれば，一つは何よりも多様

で一概にいえない自然条件ということである。これは中国本土共通の条件といえ

るが，貴州省に即してみても，それら自然条件は種々様々な様絹を呈しており，

それがもたらす交通網の絶対的不足が物的流通のみではなく，各種の情報や教育

の機会あるいは医療サービスにおける相対的低位性をももたらしているといえる。

自然条件が貴州省にもたらしてきたもう一つの重要な側面は，農業生産力発現に

おける相対的な低位性である。例えば，貴州省を含む各地域の耕地面積の7－8割以

上が，中・低収量農地であり，これの改造事業を実施するということは非常に大

きな課題となっており，もしこの改造事業が達成できれば，貴州省の食糧自給問

題は充分解決できるということであった。しかし，現時点では国よる改造事業は

まだ本格化されていないということが事実であり，国内叉は国際の各方面からの

農業投資をかき集めてまでも，耕地の改造事業を進めているが，その資金投資額

が大幅に不足しているため，基本的には農家自身の改造に委ねているということ

が実感であった。

　貴州省の農家は，このような生産力的に低位な耕地を農業経営の基盤として，

日々の農業生産や生活を営んでいるが，その規模はあまりにも零細で，立地的に

は分散しているということである。その耕地規模というのは，農家が近年から導

入した僅かな家畜の糞尿で地力維持をおこない，さらに家族の老齢者や婦入及び
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子供の労働で農作業を済ませるという程度の規模である。ここでいう近年からの

家畜導入というのは，農家が近年になってから自己出稼ぎ収入叉は政府の援助に

よって家畜を購入できるようになったからという意味である。それはさらに農家

の現金収入形成の重要な部門としても位置づけられれていることである。そして，

このような農地規模からとれる農産物は，一般的に農家家族の年間食糧消費を保

証する一方，わずかではあるがいくらか現金収入をもたらす。したがって，中国

の農村地域において，農家の手からなんらかの関係で農地を取り上げない託り，

農家による農村混乱は一般的に起こりにくいことである。農家は耕地を命同然に

扱っており，日ごろの耕地基盤の整備を常に行っている，政府による政策的なバ

ックアップや二二普及及び基盤整備における援助さえ継続すれば，耕地改造の担

い手は農家自身であることは間違いないことである。

　今回の農家実態調査において，きわめて印象的であったことは，既に述べたよ

うに農家の出稼ぎに対する積極性ということと，農業生産の技術普及に対する消

極性ということである。出稼ぎは，耕地規模の旧約から農家が農業だけで充分な

現金収入を得られないため，余剰労働力を完全燃焼させる場として当たり前の行

動であるが，それは決して農業生産を現状維持叉は縮小という意味においてでは

ないと考えられよう。しかし，三徳普及に対する消極性ということになると，こ

れは行政サイドからどれだけ努力しているかということに疑問を抱けないでいら

れない。これを完全に三三の努力不足ということに帰することも出来ない一颪が

ある，それは，農家ができるだけ労働力を出稼ぎに投入したいという気持ちと，

国の技術普及にも気を配りたいという気持ちの釣合がまだ取れていないという事

実である。したがって，現段階において，現金収入に困っている農家の現金稼ぎ

チャンスにも十分配慮しなければならないことであろう。

　さらに，農家の農業生産物とくに食糧生産物を翼い上げるための市場条件がい

かに重要であるかということである。これは，国が食糧農産物を農家の庭先から

容易に食糧農産物を買い上げ，国内の食糧：流通や価格安定に役立てる一方，零細

規模農家の収入上昇や食糧生産意欲をかき立てるため，主導権を堅持しなければ

ならない重要な操作手段であると考えなければならない。つまり，農家は営利収

入を上げようとする国営企業の命令に既に反回しなくなったことはさることなが

ら，行政命令によって農産物を販売する立場にもなくなっている。現実に我々は，

農家が農産物の価格にしか反応しなくなっているということを，彼らが重い荷物

を担いで遠く離れている自由市場へ群れて出かけている姿を数多く見かけたから

である。
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（註）

（註！）黒河功編著「中国辺境地区における農業総合開発方策に関する日中共同

　　　調査研究」平成7年度科学研究補助金（国際学術研究・共岡研究）研究

　　　成果報告書（初年度・課題番号07044023），1996，P1。

（註2）貴州省には約46民族が混住している。省全体の少数民族農業人口は，総

　　　農業人口の37，2％を占めている。これらの民族は基本的に申欝の南に立

　　　何する雲貴高原にだけ居住する民族群である。

（註3）貴州省の交通整備は，①区域内の県と県をつなぐ国道建設，②区域と区

　　　域をつなぐ国道建設，③郷と郷をつなぐ国道建設，④村と村をつなぐ国

　　　道建設に分けられる。①は玉953はじまり，1965年完成。②は1966年はじ

　　　まり，圭981年完成。③は五985年はじまり，1990年にその目的の87．1％が

　　　完成している状況である。

（註4）註3に示した④の村と村間の国道建設はまだ行われていないため，郵便

　　　業務は未開通である。したがって，新聞・手紙叉は有線ラジオ等の通信

　　　は遅れている。

（註5）元段階における中国の県以下の行政組織は，郷（昔の人民公社）→行政

　　　村（昔の生産大隊）→自然村（昔の生産隊）である。現在多くの地域に

　　　は自然村は村民小組と呼ばれる。その行政役員はまだ国家公務員ではな

　　　いため，農風の選挙によって誕生してよいことになっている。

（註6）調査地域において，一か年までなかった同族という民族が現れた。彼ら

　　　は，今まで漢民族であったが，今年から青族を名乗り，中国の中央政府

　　　に申請中であると村民小組長（彼も青族）が説明した，郷以上の行政は

　　　これから色にこだわる民族が多く名乗り出るかもねという無関心に近い

　　　対応であった。

（註7）中華人民共和国農業部編著「中国農業発展報告’96」中国農業出版社出版，

　　　1996年8月，pp．45－47。

（註8）同上，pp．69－70。
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