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中国における乳業資本の展開プロセスと現段階の企業行動

戴　　　容秦思
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５．総　　括

１．研究目的と方法

　１）研究目的と具体的課題

　中国における酪農・乳業の急成長の陰で、大手乳業の製品を含む多数の製品

からメラミンが検出された事件（2008年）をはじめ、牛乳・乳製品に関連する

衛生・安全性問題が多発している。これらの問題は単なる一時的な過ちを犯し
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た事件ではなく、牛乳・乳製品市場全体にみられる構造的な問題である。最終

消費者である国民の立場からみても、第１次生産者である酪農側からみても、

今日膨張している乳業を中心に、その牛乳・乳製品市場の動向を把握すること

が極めて大切な課題となっている。また、現段階の動向を検討する際に、現状

にいたる変化とその要因についての分析も重要となってくる。

　上述した大きな課題の解明に寄与するために、本研究は、牛乳・乳製品市場

の展開と関連しながら、中国における乳業資本の動向とその特徴を明らかにす

ることを目的とする。具体的課題は次の３点である。第１に、中国の牛乳・乳

製品市場の形成の経緯と現段階について概観する。第２に、改革開放が酪農・

乳業に与える影響について分析し、中国の乳業資本の展開過程とその特徴を明

らかにする。第３に、現段階における乳業の産業構造の変化と企業行動の特徴

を明らかにする。

　

　２）方　　法

　　（１）研究対象と調査方法

　本研究は、以上のような問題について、既存文献及び統計データの整理分析

を行い、主として筆者による2013年７～８月の中国における乳業企業、小売業

者、消費者に対する現地調査結果をまじえてまとめたものである。

　具体的な調査対象と調査手法を表１に示している。調査対象地域を中国の西

南部に位置する四川省・重慶市・雲南省エリアに限定した。このエリアは酪農

生産の後発的地域であるが、立地的優位（南部・沿岸部消費市場に近い）であ
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り、大手乳業資本の支社や工場が多く設立されている。そのため、本調査では、

数箇所の企業・工場に直に訪問し、聞き取り及び観察調査を実施することがで

きた。また、そこで獲得した多くの情報を照合し、調査データの信憑性を高め

ることができたと考える。

　（２）本研究の分析視点

　近年、乳業の動向を中心に、中国における牛乳・乳製品のフードチェーンに

ついて盛んに研究されている。例えば、何［2010］はフードチェーンの構成主

体である原料生産者、加工業者、消費者それぞれの状態について分析し、主体

間の相互関係についての解明を試みた。郝ら［2011］は中国における酪農・乳

業の産業安全に影響する要因について考察した。これらの研究の共通点はさし

あたり、中国の「国益」、つまり現行の関連諸政策の主旨　　国際競争力の向

上を目指す酪農・乳業の成長ないし発展に寄与している。全体的に、現段階に

おける中国の乳業に関する研究は、「科学性」を追求するため、社会的諸側面

や歴史的特殊性を度外視し、量的分析に力を入れる傾向が強い。しかし、社会

主義的市場経済への経済体制及び社会制度の中国独自の展開を度外視して乳業

の評価を行うことは現実的ではないと考えている。よって本研究は、このよう

な中国の酪農・乳業に関する研究において捨象されやすい部分をあえて取り入

れて分析を試みた。

　

２．牛乳・乳製品市場構造の変化

　

　１）牛乳・乳製品市場の形成

　中国においては、一部の少数民族地域における役畜の自給的乳利用の歴史が

存在していたが、中華民国の時代（1884－1949年）に入る以前では、牛乳・乳

製品の商品市場はほぼ存在しなかったといえる。1843年７月に、「中英南京条約」

の付属協定とする「五口通商章程：海関税則」が公布された後、乳用牛は外国

人によってヨーロッパから申城（上海の別称）に導入された。1870年に上海で

牛乳（製品）価格に関する記録が現れ、1906年に上海租界において中国最初の

牛乳品質基準が発表された。上海は最も早く冷却設備を用いて牛乳の冷却処理

（1913年）及び殺菌設備を用いて生乳のパスチャライゼーション（1920年）を
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行う都市であるといわれている。すなわち、上海は中国の牛乳・乳製品の商品

化生産の発祥地といえる。一方、1900年にフランス人が上海近郊に乳牛牧場を

開いたのが、近代的な牧場の最初といわれており、1910年代になるとロシア革

命により追われたロシア人が東北のハルビン中心に多くの牧場を開いた。1920

年には、上海に中国人経営の牧場が開設され、1930年代になると、日本資本に

よる牧場が東北地区に何ヶ所か開設された。当時、とりわけ植民地支配下にあっ

た地域では、外国人移住者や富裕層に供給するための牛乳・乳製品の商品市場

が展開され、栄養補助食品として牛乳、粉乳、練乳などの製品が市場に出回っ

ていた。

　1949年建国後から1978年改革開放までの生乳及び牛乳・乳製品の生産は、国

営農場と国営企業等公有制部門によって行われ、製品種類が増えたものの、需

給全体が低迷していた。

　改革開放後、個人による酪農や乳販売が認められ、企業改革による乳業の

民営化等が進み、酪農・乳業は成長しはじめた。1998年に、酪農・乳業が国家

の重点産業として発展が促進され、急速な成長を遂げた。図１に示すように、

1990年代末の乳牛飼養頭数は1980年のおよそ４倍となっており、2000年からさ

らに驚異的に伸びた。乳業の急成長による原料乳需要の拡大を見込んで乳牛飼

養を始める農民が増えたからである。しかし、穀物価格の高騰（2003年）と乳

価の下落により酪農不況となり、乳牛飼養頭数が急減し（2006年）、生乳生産

量の伸びは非常に緩慢になっている。一方、改革開放後の牛乳・乳製品消費に

ついて、都市住民１人当たり牛乳・乳製品への支出金額は食料品全般の約４％
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を占めており、2000年以降に大きな変化がない１）ことから、牛乳・乳製品は

少なくとも都市部住民の食生活にすでに定着していると考えられる。中国政

府による「健民」のための牛乳飲用の推進も加わり、国民の食生活における牛

乳・乳製品の重要性が増している２）。現代中国における都市住民の食生活につ

いて分析した天野ら［2010］は、牛乳やヨーグルト等を中心とした乳製品が家

庭の食生活に根付いていると指摘した。これら液体乳類３）は、現代中国の牛乳・

乳製品市場において最も普及されている製品種類であるといえる。

　２）牛乳・乳製品流通の大量化・広域化

　中国における牛乳・乳製品消費の増大は、先に経済発展が進んでいる大都市

や沿岸地域においてみられ、主要消費地が形成される。他方、急速に拡大する

消費市場に供給できるような主要生産地が、酪農地帯に集中した形で形成され

る。それにより、牛乳・乳製品の生産（供給）と消費（需要）が遠隔化し、流

通の遠方化・広域化が進行している４）。その背景には、酪農生産地立地型巨大

乳業の形成とその製品市場の全国展開があり、さらに食品工業技術の進歩と小

売機構の大規模化が進み、中国における牛乳・乳製品の流通構造が大きく変化

した。

　　（１）新興酪農産地の成立と巨大乳業の形成

　中国における牛乳流通は、従来各地方都市における地元の都市近郊立地型

乳業によって供給され、地場のみで行われてきた。ところが、1990年代後半か

ら牛乳流通の広域化がみられ、次第に恒常化していった。1998年以降、中国全

体の生乳生産量は急速に伸び、内モンゴル自治区などの新興酪農産地が形成さ

れ、これにより原料生産は西部、製品消費は東部に集中するという中国全体か

らみた生産と消費の遠隔化が生じている。中国の酪農・乳業は後発的である。

急成長を遂げてきた中国の酪農・乳業は、区域的な分布は不均衡の状況に置か

れている。表２をみると、東部の都市住民１人当たり牛乳･乳製品の購入量は

20.60kgであるのに対し、１人当たり生乳供給量は19.40kgで、需要に供給が追

いつかない状況にある。一方、西部の都市住民１人当たり牛乳･乳製品の購入

量は20.16kgであるが、１人当たり生乳供給量は71.14kgで最も高く、供給が過

剰となっている。特に内モンゴル自治区の状況をみると、１人当たり生乳供給
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量は375.80kgで全国において最も高いが、その都市住民１人当たり牛乳･乳製

品の購入量はわずか5.80kgで、全国において最も低い。すなわち、中国全体か

らみると、主要な生乳生産地は西部に集中したものの、主たる消費地は東部に

ある。こうした生産と消費との空間的乖離は、「西乳東送」５）という広域流通

の契機となっている。こうした新興酪農地域の成立とともに、乳業資本の再編

に伴う産地立地型乳業の大規模化が進んでいる。産地立地型乳業である蒙牛社

や伊利社を代表とする大手乳業は、系列化を伴いながら市場を寡占化する傾向

にある。ニールセン・カンパニーの調査によると、2006年２月までに、蒙牛社

（23.1％）と伊利社（30.3％）の２社の販売シェアはすでに全国の牛乳市場全

体の５割を超えている。

　　（２）長期常温保存製品の生産

　中国の国土面積の広大さから、腐敗しやすい牛乳の鮮度を維持したままを遠

距離搬送することは、高度な物流システムの整備と高額の費用を要し、現実的

に極めて困難である。遠方消費市場を獲得するために、自社の牛乳をいかにし
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て遠方市場に大量供給できるのかが大手乳業の課題であった。この課題に対処

するために展開されたのは、長期常温保存牛乳の生産である。近年、中国の大

手乳業は常温保存牛乳の生産に特に力を入れた。とりわけ2000年以降に、中国

の各乳業企業が大手無菌包装資材企業テトラ・パック社の包装ラインを導入し

たため、UHT法を用いた牛乳製品の生産が急速に展開している。中国における

常温長期保存牛乳は日本でいうロングライフ・ミルク（LL牛乳）と同様に、超

高温瞬間滅菌法（UHT法）を採用している。超高温瞬間滅菌法は140 ～ 150℃で

１～２秒殺菌する処理法で、ほぼ100％細菌などを死滅させることができるた

め、この方法で生産された牛乳は開封前常温環境で１～８ヶ月間保存できる。

すなわち殺菌時間に約15分かかるパス牛乳よりも、LL牛乳は短時間での大量生

産が可能となり、さらに流通においてもパス牛乳にとって不可欠の冷蔵設備が

不要となり、流通経費の削減とともに大量流通が可能となったのである。

　　（３）大規模小売店の展開

　中国において、1980年代に現れたスーパーマーケットなどの量販店は、1990

年代から迅速に展開している。その背景として、外資系小売チェーンの中国進

出があげられる。香港のPARKnSHOP（1984年）、オランダの大手食料品小売業者

ロイヤル・アホールド６）、セブン-イレブン（1992年）、フランスのカルフール

（1995年）、ドイツのメトロ（1995年）、アメリカのウォールマート（1996年）、

オランダのMakro（1996年）、ローソン（1996年）、日本のイトーヨーカドー（1997

年）、タイのCPグループの系列スーパーチェーンLOTUS（1997年）、フランスの

Auchanグループ（1999年）、等が相次いで中国進出を果たした。これらの外資系

大型小売チェーンは全国における店舗展開を拡大し、急速に成長してきている。

　小売業者に対する観察調査によると、牛乳・乳製品の販売において、地元ブ

ランドの製品を中心とする小規模牛乳専門小売店・食料品小売店に比べ、大規

模小売店では大量販売のための大型冷蔵設備を有し、取り扱う製品のアイテム

及びブランドがバラエティに富む。生産側である乳業企業にとっては、販路拡

大のため他地域の牛乳小売市場への参入が可能となり、消費側にとっては、伝

統的な購入手段（牛乳専売店や宅配など）に比較すると、大規模小売店では多

様なアイテムを大量に購入することができる。また、消費者に対するアンケー

ト調査から、消費者による大規模小売店から牛乳・乳製品を比較的大量に購入
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する行動パターンが検証されており、消費者が購入する牛乳・乳製品は、地元

乳業の製品から大手乳業の製品へ移行しつつあることが明らかになった。すな

わち大規模小売店は、牛乳・乳製品の大量生産と大量消費の媒介となり、大手

乳業製品の全国市場の形成に寄与している。

３．乳業資本の形成と変質

　

　現段階の中国における乳業資本の企業行動を検討する前に、現在の乳業資本

にいたるまでの変化について整理する必要がある。本章では、乳業資本の展開

過程について分析する。なお、本章の分析は、主に中国の大手乳業「伊利乳業」

と「光明乳業」の沿革を参考に、伊利乳業の支社「成都伊利有限公司」宣伝部

のA氏に対する聞き取り調査、ならびに光明乳業を含む各事例企業から得られ

た調査資料７）を中心とし、さらに既存研究を基にまとめたものである。

　中国においては、19世紀中期にヨーロッパから乳牛（乳用種）が導入され、

20世紀初期に外国資本によって近代的牧場が開かれ、乳製品（主に練乳）の製

造を行う民族資本・官僚資本８）が沿岸部都市近郊と東北地区における鉄道沿

線の草原地帯に現れた。中華人民共和国の建国直後（1952年）から、「社会主

義改造」といった社会主義体制改革によって非国有部門の公有化が強力に進め

られ、市場の抑制、計画メカニズムの導入が行われた。この間、乳牛飼養は集

団経営農場または国営農場９）が、原料乳加工は①農場内の加工部門あるいは

②全人民公有制企業に改造された既存食品加工企業（元民族資本・官僚資本）

が行うようになった。すなわち、建国前にみられた乳業資本の初期資本主義的

展開が一度リセットされ、土地はともかく、乳牛、農業資材、（加工用）工業

資材などあらゆる生産手段が全人民公有となり、「社会主義的」生産様式が全

面的に推し進められた。しかし、公有制部門の労働者管理層（工場長等）以外

の労働者諸個人の労働意欲は確実に低下していたと譚ら［2007］が指摘してい

る。

　改革開放後の乳業資本の展開過程を図２に整理した。まず、乳業資本の成立

過程（①→②）について、改革開放前の乳加工は公有制農場内の加工部門また

は食品加工企業が行っていた。1980年代の企業改革によって農場と乳業加工企
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業の経営における自主権が拡大し、次第に加工部門が生産部門である農場から

分離・独立していった。独立した乳業加工部門は自主的な経営10）の下で資本

としての機能をより発揮できるようになった。また、その内部管理制度につい

ては、1986年に終身雇用と平均主義的分配に守られた国有企業の労働者に対し

て、経営者と労働者とが雇用契約を結ぶ労働契約制度が導入され、資本主義的

生産関係が確立した。同時に、個人農家による商業的酪農経営が認められ、生

産された生乳を加工資本が買い取り、原料としての生乳の市場が形成された。

生乳生産においては、私的生産と公的生産とが共存する原料生産構造が形成さ

れた。

　続いて、乳業資本の変質過程（②→③と③→④）についてみてみる。前述の

ように、1990年代頃から市場経済化が急速に進展し、乳業資本は民営化＝株式

制転換といった所有と経営が分離した企業形態となり、経営者の自主権がさら

に拡大したといえる。同時に、多くの外国資本の資本参入が加わり、少なくと

もその生産自体が完全に資本主義的生産へ変質したのである。また、国営農場

の個別乳業資本への従属化が進み、元々原料生産から分離・独立して変質して

いった加工資本の資本主義的生産過程に原料生産部門自身が包摂されるように

なったといえる。段階③において、乳業企業の所有形態いかんによって、資本
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主義的生産関係はすでに成立している。それ以後＝現段階における乳業資本の

展開は諸先進国が経験してきたものとほぼ同じような方向性をみせている。つ

まり企業間競争が次第に激化し、中小企業に対する吸収がみられ、加工独占が

形成されたのである。

　③→④の過程における生乳生産の変化について注目してみると、一方では、

加工資本に包摂された生乳生産部分（直営農場）の増設がみられ、他方では、

酪農家の組織化・企業化が進行している。独占乳業資本の支配に対抗するため

に協同組合という組織が農家によって自発的に形成される過程が多くの国でみ

られるが、中国における生乳生産者組織（乳牛合作社等）は必ずしもこの位置

づけにあるものばかりではない。乳牛合作社の場合、「政府支持・能人牽頭・

企業維持」11）といった政府の政策的・経済的支援の下で、「能人」いわば農村

の有能な投資家12）が農家を動員し、共同出資13）によって牛舎・牧場などを建

設するが、乳業資本の出資によって搾乳設備が提供され、合作社は乳業資本の

指導（指定資材の購入等）の下で生産活動を行っているという実態がある。い

ずれにせよ、この過程において少なくとも次の２点が並行して展開されている。

第１に、一部の酪農家の資本主義的農業企業家への転化がみられ、小農民の生

産手段に対する収奪によって資本主義的農業が展開されている。第２に、独占

乳業資本による酪農生産資本への統合（インテグレート）が進み、契約ないし

特約取引を通して生乳市場に対する掌握が進行している。

　日本やアメリカなど資本主義諸国を対象に研究した美土路［1959］、［1977］は、

資本主義の再生産構造下での食品加工資本と農産物市場の展開プロセスを、①

小営業・マニュファクチュア段階と問屋取引、②産業資本段階と市場取引、③

独占資本と特約取引、④国家独占資本主義と協定取引、の４つの段階に大別し

た。以上の分析から、現在の中国の乳業資本と原料乳市場の展開は、③の段階

に近い状態にあると考えられるが、この問題については、改めて検討したい。

４．乳業の産業構造の変化と企業結合

　

　１）資本の集積・集中と巨大乳業

　中国においては、酪農・乳業が1998年に国家経済の発展推進のための重要な
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産業として位置づけられて以降、市場シェアを獲得するための乳業企業間の競

争が激化した。激しい企業間競争とそれに伴う食品安全性問題は、一部の乳業

企業の倒産や経営不振を導き、企業の買収や合併が進行している。

　図３は中国における乳業企業数の推移を示した。2000年から2007年の間、企

業数が急増したことがわかる。ところが、2008年から減少傾向に転じ、2011

年に前年に対して近年にみられた最も激しい減少率（19％）で減少し、2012年

には649社で、ピークに比べて166社も消えている。『中国乳業統計資料』では、

企業規模が大規模（従業者数≧2,000人、資産総額≧４億元）、中規模（300人

≦従業者数＜2,000人、4,000万元≦資産総額＜４億元）、小規模（従業者数＜

300人、500万元≦資産総額＜4,000万元）に分けられている14）。図４から分か

るように、企業数の約９割が中・小規模企業である。うち８割以上を維持して

きた小規模企業数が、2008年から縮小傾向にあり、2010年に８割を切り、2011

年に約200社　　企業数全体の１割近く　　が急減した。一方、2011年に大規

模企業の数は前年の約３倍となり、割合的にも著しい拡大がみられた。それは

消失した約200社の小規模企業の多くは、中規模企業へ成長し、または他企業

に吸収されて中・大規模企業の規模拡大に貢献したと考えられる。次に、図４

の折れ線に示した赤字企業数の比率の推移についてみてみると、全体的に縮小

傾向にあるが、2003年～ 2004年と2008年に２回大きく上昇したことがわかる。

2003年～ 2004年の穀物価格騰貴による乳価の高騰は、赤字企業が増加した主

な理由である。2004年以降の赤字企業割合の連続減少は酪農経営の景気回復と

それに伴う企業数の総体的増加によるものと考えられる。2008年には、「メラ

ミン混入粉ミルク事件」の影響で多くの企業が赤字経営ないし閉鎖の危機に
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陥った。こうしたなか、酪農・乳業資源の再分配による企業統合を推進する「乳

製品工業産業政策（2009年改訂）」（工聯産業〔2009〕第48号）が実施され、乳

業企業の合併・買収を促進した。特に巨大企業は、加工プラント等のインフラ

面及び局地市場の獲得を目的に、積極的にそれらの経営困難にある中・小乳業

企業を吸収していると考えられる。また、2013年10月24日に国務院の審議に入っ

ている、中国工業情報化部が作成した乳業合併・買収と再編に関する政策（内

容未公開）では、現存乳業企業の約６割が淘汰されるという声も聞かれる。こ

うしたなか、中国における乳業資本の巨大化がさらに進行すると考えられる。

　続いて、規模別乳業企業の年間販売額推移についてみる（図５）。2011年は、

大規模企業販売総額が大きく伸びた。ところが１社当たり販売額をみると、

2007年のピークから全体的に減少傾向にある。つまり大規模企業の販売総額は

企業数ほど増加していない。従来の大規模企業と、規模拡大を遂げて大型になっ

た企業との格差が反映され、大規模企業間の競合が激化している。一方、小規

模企業数が2010年から2011年の間に急減したものの、販売総額が若干増加して

いる。これらの小規模乳業企業の多くは地場市場への牛乳供給の担い手であり、

中・小規模ゆえに比較的生産管理の面で柔軟な対応ができ、定着した集乳網と

販売網を有している。大手乳業における不祥事やスキャンダルが起きた場合、

この点は中・小規模乳業の強みとなると考えられる。
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　また、統計データに示したのは年間販売額が500万元以上の企業数であり、

実際の乳業企業数はおよそ2,000社あるといわれている（2008年）15）。すなわち

年間販売額500万元以下の零細企業が約1,400社存在しており、中国の乳業産業

は少数の独占的大企業と膨大な中小零細企業の存在という二極的構成の特徴を

有している。2008年以降に企業間の統合が加速し、複数の中・小規模の系列企

業を内包する巨大な母体であるグループ企業が続々登場し、中国の乳業構造は

二極化・重層化の方向へ再編成されている。

　以上みてきたように、2000年代に入り、一方では多くの企業が新規展開され、

他方では企業の巨大化・寡占化が進んでいる。ここで、乳業の企業結合の特徴

を考察するために、具体的に中国の巨大乳業についてみてみる。表３は2012年

販売額の上位10社の乳業企業の概況を示している。この10社は中国全体の乳業

企業販売総額の５割弱を占めており、とりわけ上位２社の伊利乳業と蒙牛乳業

は、３割強をも占める中国最大規模の乳業である。次に、生乳処理能力につい

てみると、上位２社の合計は１日当たり30,300トンで、他社の合計（19,760トン）

をはるかに超えている。これらの設備がフル稼働していることとすると、やや

粗い計算であるが、伊利乳業と蒙牛乳業の１日当たり生乳処理量は、2012年の

中国全体の１日当たり生乳生産量（約102,575トン）の約30％を占め、中国の

生乳生産量の３割が上位２社で処理されている計算になる。つまり中国の生乳

処理プラントは上位２社に集中しているといえる。また、上位の乳業の企業生
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産許可証数すなわち製品製造施設数も下位の乳業の倍以上あり、牛乳・乳製品

の製造も上位の乳業に集積されていると考えられる。また、第２位の蒙牛乳業

が第５位の粉乳専門企業雅士利の株式に対する買収（2013年６月）、第１位の

伊利乳業が第９位の輝山乳業の知的所有権に対する買収（2013年９月）等がみ

られ、巨大乳業による集積・集中が進んでいる。

　

　２）巨大乳業資本と外国資本との結合―蒙牛乳業と光明乳業を事例に―

　（１）蒙牛乳業による外資の導入

　本項目における蒙牛乳業についての分析は、蒙牛社の支社「四川省眉山市蒙

牛乳業有限公司」のB氏に対する聞き取り調査及び社内見学によって得られた

資料を中心とし、既存研究及び統計データを加えてまとめたものである。

　1978年の改革開放のもう一つ重要な部分である「対外開放政策」の実施によっ

て、外国資本の誘致が行われた16）。外国資本にとって、対中投資の最も「魅力

的な」要素はもっぱら労働の価格の低さと相対的過剰人口の多さであるといえ

る。1990年代から、多くの外国食品加工資本は、中国での食品加工拠点の設立

を通して加工貿易を展開し、中国の食品工業を大きく成長させた。中国政府は
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1995年に「外資系企業投資産業指導目録」を発表し、農業、食品工業を含む産

業全般における外資誘致が促進され、資金と先進技術の導入を目指した。この

通達は2002年に修訂され、外資誘致の奨励範囲は一部の品目・業種の関連事業

に集中した17）。乳業も外資誘致の奨励範囲に含まれている（表４）。

　中国の乳業に参入してきた外国資本は主に２種類ある。一つは外国食品加工

資本の参入である18）。国内の食品加工資本全般がまだ弱小であった1990年代、

ネスレ社（スイス）、クラフトフーズ社（アメリカ）、ダノン社（フランス）な

ど資本の集積集中が進んだ独占加工資本はその資本主義体制の国際的性格を発

展させ、とりわけ全体的に規模が小さい、生産技術が比較的に立ち遅れていた

乳業部門を包摂した。2000年以降にも、フォンテラ社（ニュージーランド）19）

などの大手乳業が直接投資の方式で中国の乳業に参入してきた。その時期にお

いて、一方では、一部の比較的大きな乳業企業（国有支配資本が多い）は外資

の参入によって規模拡大し、他方では、多くの小さな民営乳業企業が淘汰され、

酪農の縮小もみられた。前者の場合、国有企業の支配は必ずしも弱体化されて

いたのではなく、むしろ中国に進出してきた外国資本が規制されていたと考え

られる20）。もう一つは諸外国の有力金融機関の投資である。資本自由化が進展

する中、2000年代初頭に、中国の食品市場の急速な拡大を見込んだ外国金融機

構（アメリカのモルガン・スタンレー、イギリスのActis Capital LLP等）が

中国の食品工業に資本参入し、個別新興民営食品加工資本の急成長ないしは台

頭を促した。こうした金融資本の参入も、企業の管理への実質的参加、企業支

配の実権の掌握をともなっており、大手乳業が相次いで上場し、それら金融資
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本への依存度が高まりつつある。前掲表３に示した第２位に位置する大手乳業

の蒙牛社がその典型である。

　表５に示すように、蒙牛社は1999年に民営企業として発足し、その年間販売

額順位はわずか３年で第５位に上り、特に2002年からの年間販売額の増幅が大

きい（図６）。その背景には、2002年にモルガン・スタンレー等の金融機構が

蒙牛社に資金注入し、蒙牛社の企業資産の約30%（最大の時）を持分として所

有していたことがあげられる（図７）。モルガン・スタンレーのような投資金

融機関が蒙牛社に資本参入できた理由は、まず、蒙牛社はモルガン・スタンレー

に「投資に値する企業」として評価されたことがあげられる。その要因として

企業展開21）や経営方針の「大胆さ」22）などがあるが、国有体制が色濃く残って

いる大手乳業より、民営企業として発足した蒙牛社は創業当初から資金調達面

において自由度が高く、外部資本を受け入れやすい「体質」であったと考えら

れる。モルガン・スタンレー等の金融資本の参入によって、蒙牛社は2004年に

香港で上場し、蒙牛社の資金不足問題23）が解消され、民営企業としての急成

長を成し遂げたのである。

　中国の食品加工資本が成長する中、民営企業である蒙牛社が外国の投資金融

機関の力を通して業界のトップになったのは、中国の資本自由化の成果である

ともいえる。しかし、こうした急速な成長に力を入れていた蒙牛社が、生産面

を疎かにしていたことが2008年の「メラミン混入粉ミルク事件」の発生ととも

に表面化し、それにより蒙牛社の株価が低迷し、経営不振となり、投資金融機

関も撤退し始めた。このことは、急速な発展を遂げている乳業業界に進出を希
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望していた国有大手貿易企業「中国糧油食品進出口集団有限公司」（以下中糧

集団と略称する）に参入の契機を提供し、中糧集団は2009年に蒙牛社を買収し

た。中糧集団は中国最大の貿易企業の一つであり、主要事業は農産物・食品

の貿易である24）。資本面において、中糧集団は蒙牛社の持株会社となり、運営

面においては、中糧集団は蒙牛社の意思決定を行う管理層構造に対する改造を

行った。2009年に中糧集団取締役の于氏が蒙牛社の理事長として着任し、2012

年に本来中糧集団でコカ・コーラ飲料事業を担当していた孫氏が蒙牛乳業の取

締役として着任した。そのことによって、蒙牛社の創業者を含め、かつて蒙牛

社を設立したメンバーが全員蒙牛社から離職し、蒙牛社の管理権＝意思決定権

が親会社である中糧集団に移行した。つまり、民営企業として発足して、外国

の投資金融機関を通して急速に成長してきた蒙牛社は、国有企業に集積されて

大資本の支配下で行動するようになったのである。さらに、蒙牛社（実質中糧

集団の乳業部門）を拡大させるため、中糧集団は先進加工技術の導入を主要目
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的に、外国食品加工資本（フランスのダノン、EUのアラ・フーズ）を受け入れ

た（図７）。現時点の蒙牛社は、中糧集団という国有企業の方針に従い、国内

の製品市場をメインターゲットとする加工資本として位置づけられている。し

かし、こうした食品加工資本は、農産物・食品の貿易を主要事業とする巨大国

有企業の多角化展開の一環として吸収されたため、その加工原料ないし関連農

産物（畜産部門の場合は飼料など）の調達が国内の生産基盤から海外へ移行す

る可能性が考えられる。

　　　（２）光明乳業の海外進出

　本項目における光明乳業についての分析は、主に企業HP、既存文献及び統計

データを基にまとめたものである。

　2000年頃に、中国企業の海外進出を促進する政策が「対外開放政策」に明示

された（中国語：「走出去」戦略）。それには、海外での資源開発、会社設立や設備・

技術・原材料・労務の輸出、企業買収や資本参加などが含まれている。食品加

工資本のうち、現時点では乳業資本の海外進出の動きが最も多くみられる。国

内の大手乳業資本は、直接ニュージーランドなど酪農・乳業の発達国で原料乳

調達と粉乳加工拠点の設立、これらの国で乳業加工プラントや原料乳生産基地

を有する乳業企業と結合するなど、積極的に海外進出している。例えば、光明

乳業（以下光明社と略称する）がその典型例である。乳業のうち、2012年年間

販売額第３位に位置する光明社は上位２社に比べて規模的にかなり格差がある

（前掲表３）。

　現在の光明社は93億元の総資産額（2012年）を有し、2012年の販売額は

137.75億元である25）。主な乳製品種類は液体乳類（LL牛乳及びパス牛乳）、粉乳、

チーズ、バターである。その他、ジュースなどの製造をも行っている。生乳調

達については、約10直営農場（飼養乳牛12,000頭以上）を有し、ニュージーラ

ンドでの開発輸入事業の一環である生乳生産基地をも有している。光明社の前

身は建国直後に設立された粉乳製造工場「国営上海益民一厂」26）である。1952

年に粉乳のブランドとして「光明」が商標登録された。1956年に国営上海市牛

乳会社が設立され、「上海益民一厂」の運営・経営を管轄するようになった。

1958年から1978年の間の主要製品は粉乳であったが、1978年からコア事業を液

体乳類製造へ移行し、９の加工工場を設立した。1992年から1995年に、生産過
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剰となり、企業内部事業の分業化と経営の集約化が進んだ。1996年に光明社（「上

海光明乳業有限会社」）が設立され、上海市牛乳会社と上海実業持株有限会社

それぞれ50％の株式を所有していた。1998年に黒竜江省・内モンゴル自治区で

生乳生産基地（自社牧場）を設立し、1999年に北京、西安、武漢など全国各地

で加工工場や販売会社を設立し、原料乳調達から製品製造までが国全体に広が

り、都市近郊立地型乳業から産地立地・都市近郊立地の複合型乳業へ拡大した。

光明社は2000年以降に上場し、2006年に国有企業間の合併によってグループ化

され、「光明食品（集団）有限公司」という巨大な国有企業が形成された（図８）。

多くの外国大資本が中国に進出している中、国有企業はそれに対抗するために、

資本の集積・集中を通して巨大化する必要性があったとみられる。

　1992年、発展初期にあった光明社は一度外国資本（フランスのダノン社）と

合弁会社を設立したが、ダノン社は光明社の経営権を獲得しようとしたため、

それを拒絶した光明社は2007年にダノン社との連携関係を停止した。その後、

光明社は巨大国有企業グループの一員として、外国資本を導入するのではなく、

自ら海外進出する戦略をとった。とりわけ2010年から、光明社は海外の食品関

連企業に対する買収・合併に動き出している。特に光明社がニュージーランド

の粉乳生産大手のSynlait社を買収した主な目的は、Synlait社の原料乳調達

先に対する掌握である。また、調査時点で商談中であったイスラエルの大手総

合食品企業Tnuva社27）は、イスラエルの乳製品市場の70％をシェアしており、

中東、ヨーロッパ、アメリカにおいても製品市場が開拓されている。光明社の

Tnuva社に対する買収意図は、該当企業の製品市場を目的としていると考えら

れる。図８に示すように、光明社は、乳業のみならず、他部門の食品加工資本

ないし商業資本に対する多角的な集積行動もみられている。これら資本の集積

活動は、光明社の親会社である巨大国有企業「光明食品（集団）有限公司」（光

明グループ）の意思決定によって行われている。

　企業改革によって、単一部門の国有食品加工資本がほとんど民営化し、ある

いは大手国有企業に加えられている。巨大国有企業傘下の食品加工資本は、そ

のグループの中で自身の分野を発展させる役割を果たすことが一般的である

が、光明社のように自ら海外進出を通して多角化展開を図ることは異例である

と思われる。一方、巨大国有企業の立場からみると、国際市場における集積・
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集中を図るために、単に便宜のため、上場企業を利用している可能性もある。

　

　３）外部資本による中小乳業資本の買収：コングロマリット化

　　　―多国籍アグリビジネス企業「新希望グループ」を事例に―

　本節の分析は、企業HP、既存文献等の情報をまじえ、主として四川新希望乳

業有限公司眉山市洪雅陽平支社の代表C氏、雲南省新希望昆明雪蘭牛乳有限公

司製品部D氏、雲南省昆明市新希望乳業代理店店長K氏に対する聞き取り調査を

基にまとめたものである。

　2012年に年間販売額は第８位（前掲表３）の新希望乳業は「新希望グルー

プ」（新希望集団有限公司）の系列会社である。新希望グループの本社は、四

川省に位置する総資産額361億元（2010年）を有する多国籍アグリビジネス企

業である。主な事業は飼料生産・食品加工・農牧業があり、その他に化学工業・

不動産業・金融業事業を行っている。15カ国で554企業を有し、従業者数は約

９万人、営業収入はおよそ900億元（2012年）に達している28）。新希望グルー

プは1982年に民営企業として発足され、農牧関連事業を主な事業として展開し

た。2002年に乳業に進出し、2004年には「新希望乳業持株会社」（新希望乳業）

を設立29）し、現在は主に液体乳類（UHT牛乳とパス牛乳）と粉乳類の製造を行っ

ている。新希望グループにとって乳業部門はこれまでになかった斬新な事業

であり、中国の乳業界の中では新興企業であるが、2012年の年間販売額がすで



－ 463 －

に全国上位10社にランキングインしている。原料乳調達に関して、聞き取り調

査によると、2010年末まで、新希望乳業の直営牧場10及びその他の生乳調達先

11 ヶ所合わせて約15万頭の乳牛を飼養し、年間約40万トンの生乳が安定的に

調達できている。その後もまた増加したと思われる。

　新希望乳業は2002年に四川省を出発点とし、相次いで地方都市の乳業に資本

参入して乳業進出を果たし、今でも進行している。図９に示した14乳業はすべ

て地方都市の近郊に立地する中小乳業である。その多くがかつて該当地域で国

営乳業として市乳供給を行い、地場市場における牛乳需要を確保してきた乳業

である。また、集積された14乳業の多くが中国の西南地域に位置している。他

社と生乳調達面及び製品市場面での競合をできるだけ避けるためにあえて酪農

が比較的遅れている西南部地方都市を選択したと聞き取り調査で明らかになっ

た。製品開発面において新希望乳業は、統合された乳業の従来の製品アイテム

の製造とブランド（商標）・包装様式等の使用を継続させ、それとは別に「新

希望」ブランドの共通製品をも並行に開発し、とりわけパス牛乳などの低温殺

菌乳製品に重点を置くことが該当地方都市の地場市場を獲得するための戦略と

いえる。また、製品チャネルの強化戦略として、卸売業者ないしは小売業者と

の特約取引が展開され、代理店・専売店等の制度も充実させている。このよう

に、新希望グループがコングロマリット化する中、乳業部門が展開され、地方

都市の中小乳業に対する集積（＝水平的統合）を通して、特定地域内の中小乳

業間競争を緩和し、地方都市の生乳市場及び製品市場の獲得ないしは寡占を図

ろうとしている。

５．総　　括

　本研究は、中国における乳業資本の展開プロセスと現段階の動向について考

察した。その結果、第１に、中国において、牛乳・乳製品市場は従来存在せず、

乳業資本がすでに確立した資本主義先進諸国から乳牛及び製品の導入によって

形成したことが分かった。また、先進国から導入された乳業資本ないし商業資

本は、牛乳・乳製品の資本主義的生産・流通体系を中国にもたらしたといえる。

第２に、そうした資本主義的性格がすでに内包されている乳業加工部門は、建



－ 464 －

国後の長い間、社会主義公有制企業として資本の性格を抑制していたが、改革

開放によってその性格が解き放され、資本主義的蓄積の方向へ急速に進展して

いったことが明らかになった。第３に、こうした乳業資本の資本主義的展開は

さらに国家政策によって推し進められ、資本の集積・集中、外国資本の導入及

び国内資本の海外進出等が進展していることが明らかになった。さらに、その

背後にある巨大国有企業の支配が強いことも分かった。第４に、多くの乳業資

本はすでに、中糧集団や新希望グループ等農外資本として発足した企業の経営

多角化のために統合されていることが明らかになった。

　すなわち、これらの点から、中国の乳業資本は基本として市場メカニズムに

従って行動するようになってきているにもかかわらず、国家政府による表と陰

からの政策的・資本的関与が依然として非常に強力であることが明らかになっ

た。さらに、今後の乳業資本の発展方向として、中国における巨大なアグリ・

コングロマリットの形成（育成）に寄与する方向へ展開していくと推察する。

　なお、以上みてきた乳業資本の動向は、牛乳・乳製品流通構造の垂直的な結

合関係に変化をもたらし、とりわけその基盤である酪農生産構造に大きな影響

を与えていることはいうまでもない。また、本研究の冒頭で提起した大きな課

題の解明にさらに近づくためにも、この問題についての考察が必要であり、別

稿で重点的に検討したいと考えている。

注

１） Holstein Farmer Dairy Consultants『China Dairy Data Report 2013』、pp.114-115より。

２） 中国政府が発表した「全国栄養改善計画」（1997年）、「学生飲用乳計画臨時管理規則」
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（2000年）、「中国児童発展綱要（2001-2010年）」（2001年）等が牛乳飲用を提唱。

３） 液体乳類は飲用牛乳（牛乳・加工乳）・乳飲料（乳をベースとする）・発酵乳を指す（詳

しくは戴ら［2013］、p.3を参照）。固体乳製品類は液体乳類以外の乳製品を指す。

４） 日本では生乳の広域流通が展開していることと異なり、中国では、生乳の殺菌処理が

行われた牛乳製品の広域流通が展開されている。ただし、国土面積のスケールで考え

た場合、中国においては、日本でいう生乳の広域流通に距離的に相当する生乳流通も

多くみられる（陸運のみ）。

５） 「西乳東送」とは牛乳を中国西部の牛乳主産地から東部の牛乳消費地まで運送するとい

う遠距離流通を表現するため、各乳業協会や関係者に多く使われている用語である。

６） 香港のPARKnSHOP社と同様に、比較的早い時期に中国大陸に進出したとされている。李

ら［2006］、p.86を参照。

７） 現地調査で得られた企業パンフレット、内部通達、社内統計、掲示板及び筆者が撮影

した写真等の情報を含む。

８） 官僚資本とは、特権的官僚層が、国家権力を背景にその蓄積した財富を生産過程や流

通過程などを通じて自己増殖する価値として機能させている資本のことである。資本

蓄積の困難な後進的国家の場合に多くみられるが、とりわけそうした現象が顕著であっ

た中国の状況を分析する便宜上から広く使われるようになった（『大月経済学辞典』大

月書店、p.116、1980年を参照）。本研究での「官僚資本」は主に民国期の国民党官僚

資本を指す。

９） 公有制農場以外に、有畜農家による生乳の量り売りは極めてわずかであるが、存在し

ていたと思われる。詳しくは戴ら［2013］を参照。

10）1990年代初頭に、投資の決定や資産の処分、経営者の任命に賦与された自主権の度合

いがまだ低いものの、生産計画と製品価格の決定、製品購入・販売、賃金やボオナス

の分配などについては殆ど企業側の自主的意思決定に委ねられた。加藤ら［2004］、p.110

を参照。

11） 中国農業出版社『中国乳業年鑑2002年』、p.136より。原文は「政府支持、能人牽頭、企

業支撑」である。企業とは乳業企業を指す。

12） 「能人牽頭」とは「有能な投資家（以下は投資家と略す）がリードする」という意味である。

投資家は国、企業或いは酪農家、商人のいずれかである。

13） 共同出資とはいえ、インフラ建設のための貨幣資本はほぼ投資家（１人とは限らない）

が投下し、動員された実際酪農生産を行う農家は生産手段である乳牛を投下すること

が多くみられる。詳しくは戴ら［2012］を参照。

14） 中国年鑑編集部『中国乳業統計資料』及びHolstein Farmer Dairy Consultants『China 

Dairy Data Report 2013』では、資産総額と従業者数の他に、年間販売額をも規模別

分類の基準として用いると説明されているが、実際筆者が計算した結果、年間販売額

が基準とされていない。

15） 「乳製品加工企業入行門欄抬高」『中国質量報』2008年3月25日第001版を参照。
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16） 1980年代以降の中国では、「対外開放政策」とは外国資本を導入することを意味してい

た（中国語：「引進来」戦略）。具体的に外資企業による加工貿易などが展開された。加

藤ら［2004］、p.240を参照。また、外国投資誘致の主な手段は、税制面で国内企業よ

り外資企業を優遇する減免措置が基本である。加藤ら［2004］、p.214を参照。

17） 1995年に初めて発表され（国家計画委員会）、その後数回の修訂が行われたが、うち大

きく修訂したのは2002年、2004年、2007年、2011年（商務部）である。該当通達にお

いては、外資導入が制限ないし禁止される事業（業種）もある。

18） この場合の参入手段は主に、中国国内の資本と連携する（合弁・合作企業の設立等）

パターンと連携しない（外国単独資本の支社設立、完全買収等）パターンがみられた。

崔ら［2006］、p.409を参照。

19） フォンテラ社は2001年10月に、それまでに主要乳製品の一元的輸出を行っていた（現在

廃止）ニュージーランド・ディリー・ボード（NZDB＝New Zealand Dairy Board、1961

年設立、起源は1923年）と「キーウィ酪農協同組合」（1908年設立）、「ニュージーラン

ド酪農グループ」（起源は1919年）の3協同組合の合併によって設立された。中国の乳

業との連携は1980年代初頭にまでさかのぼる。当時は、幼児用配合粉乳の開発など主

に技術的な連携が行われた（王［2000］、pp.220-221を参照）。

20） 1990年代半ばに参入してきた外国食品加工（乳業）資本の多くは当時、長い間国有企

業の支配下に置かれていた中国の乳業企業及びその原料市場と製品市場に対する事前

評価が不足であったため、市場開拓が失敗して撤退した外国資本も多くみられた。謝

［2012］、pp.135-139を参照。

21） 蒙牛社の創業者は中国の大手乳業伊利社（元国有企業）の元副社長に至る人物である。

1999年に伊利社を退社し、蒙牛社を設立。蒙牛社の創業当初のメンバーは全員伊利社

の元管理層の社員であり、蒙牛社は伊利社から「分裂」された企業ともいわれている。

蒙牛社の企業展開は伊利社の経験ないし人材をふまえたものである。

22） 蒙牛社は設立当初、インフラ建設や原料調達などよりも製品市場の開拓を第一に力を

入れた。少なくとも設立からの3年間、製品製造はほとんど外部委託であり、社内では

ブランドのコンセプト作りやプロモーションに多大な資金を投げ込み、とにかく知名

度向上に励んでいた。蒙牛社のこうした製品製造よりも、製品市場開拓を先行させた

商業的な経営戦略は実際に短期間内で製品市場の拡大につながった。

23） 蒙牛社が設立当初の登録資金はわずか100万元であり、大手乳業の伊利社と同じ立地だ

けで市場開拓が非常に困難であった。当時の蒙牛社は生産を外部に委託しながら、大

部分の資金を知名度向上のための宣伝費に投入した。

24） 中糧集団（「中国糧油食品進出口集団有限公司」）は中国最大の貿易企業の一つである。

主要事業は農産物・食品の生産、加工、貿易である。金属包装、不動産、ホテル業な

どの事業も携わっている。農産物・食品分野では、とりわけ製粉、油脂、飲料、酒類、チョ

コレート等菓子類の食品加工部門が国内同業界でリードしている。

25） 「光明乳業（600597）2013年半年度株式報告書」を参照。
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26） 「上海益民一厂」の前身は1913年にアメリカ人が設立した外資系食品加工資本「美商海

寧洋行」である。設立初期は卵の加工貿易を行っていたが、その後アイスクリームの生

産を開始し、次第に菓子類の生産も開始。日中戦争中に日軍に占拠され、軍事食を生産。

1945年にアメリカ人に返却。1946年に、中華民国の国民政府によって買収され、主に

軍事食としての加工食品の輸入と生産を行っていた。1949年以降、中国政府に没収され、

50年代に多くの食品加工企業と合併し、生産した加工食品も輸出していた。上海市楊

浦区図書館上海近代文献館より。　

27） Tnuva社の事業は牛乳・乳製品、冷凍野菜、卵製品、肉製品、菓子類等各種加工食品の生産・

流通である。「光明集団確認拿下以色列最大乳品商Tnuva56％股権」大智慧阿思達克通

訊社、2014年5月22日より。

28） 「新希望集団」（NEW HOPE GROUP）HPを参照。新希望グループのなかで上場した企業は

一部であり、HPでは2010年の総資産額のみ掲載されている。

29） 2006年に「新希望乳業集団（持株）有限会社」に社名変更した。
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