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1917年にロシアで「社会主義」国家が初めて誕生してから100年が経過した。

その間に社会主義を標榜したいくつもの国家が生まれ、そしてほとんどが崩壊

していった。ロシアですら、今は社会主義国家ではない。その崩壊の最大の理

由は、勤労者社会集団による生産手段の共有と計画生産及び平等な分配を基本

とする社会主義的経済体制が、人々の暮らしを豊かにするという面でうまく機

能しなかったことにある。規模の利益は実現せず、技術革新は遅れ、生産も供

給も停滞した。それが端的に表れたのが工場的生産管理になじまない農業部門

であった。集団農場や協働組織の生産性は上がらず、時に大幅な食料不足を招

いて、社会主義体制の崩壊につながったケースも多い。中国は、そうした崩壊

を免れたばかりでなく、社会主義の旗のもとで、食料問題を克服し世界有数の

経済大国になった稀有な例である。 

その成功のきっかけが、1978 年ごろから導入され始めた「農業生産請負」制

である。それまでの農業生産は社会集団としての人民公社が一元的に管理・差

配していた。それを集団構成員である個々の農民や作業グループに「請け負わ

せる」ことにしたのである。請け負った農地からの生産物は剰余部分を全部自

分のものにできるから、生産意欲は高まり全体の生産も増える。事実、中国の

食料生産は、請負制に移行したことで飛躍的に伸びた。移行前後の 10 年間を比

べると、生産量は穀物で４割（１億トン）、食肉は 10 割（１千万トン）という

信じられないほどの増加を記録している。 

1982 年には、人民公社が解体され、中国の農業生産は事実上その経営を請け

負う個々の農民や生産グループによって担われることになった。これは、生産

の停滞という現実を前に、勤労者集団による生産と集中的計画管理という原則

を修正するものであり、市場メカニズムの導入を容認するものであった。この

市場経済化の動きはその後工業部門にも広げられてさらに加速した。「土地使

用権の譲渡」と「私営経済」が公認されるようになり、1993 年の改正憲法には

「社会主義公有制を基礎とした『社会主義市場経済』の実行」が盛り込まれた。

WTO 加盟後の 2004 年になると、「私営経済」など「非公有経済」の合法的権益
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を保護するだけでなく、その発展を奨励することが憲法に明記され、中国は名

実ともに市場主義が経済を主導する国となった。市場主義を取り入れた中国の

目覚ましい発展は誰もが認めるところである。 

河原氏の講演は、この生産請負制導入によって、中国農業が社会主義的生産

から市場主義的生産へと移行していく過程と、そこで生じる矛盾を埋める様々

な工夫、そして現在なお残る問題点を、豊富な法律知識と行政経験をもとに明

快に説明してくれる。 

中国は建国後土地改革を断行し、農地を地主から取り上げて一旦は農民にほ

ぼ均等に配分した。しかしあまりに規模が小さく設備も知識も限られる。生産

性を高めるために合作社化（共同組織化）が始まった。ここまでは戦後の日本

でも起きたことである。違ったのはその組織が社会主義の理想に向かって 1958

年に一斉に人民公社という、土地を含めたすべての生産手段を所有する郷規模

の組織に移行したことである。しかし理想は実態と乖離し、背伸びした大躍進

政策の失敗もあってかえって生産の低下を招いた。組織は再編成され、1962 年

以降は人民公社、生産大隊、生産隊の３つの組織がそれぞれ土地を所有すると

いう三級所有制に移行した。生産隊は独立採算としたことで生産は安定したが、

土地公有制と集団経営体制は残り、生産請負制が導入されるまで、生産性の伸

びは低いままであった。 

農業生産請負制は経済面では確かに大きな成果を上げた。しかし生産手段の

公有や集団による統一的管理運営という社会主義の基本原則との間に矛盾が生

じる。そこで考え出されたのが、「双層経営体制」というレトリックである。土

地の所有権や統一管理は今まで通り村の農民集団組織に属するが、個別農地の

使用・収益は契約の下で請け負う側の個人または集団にゆだね、農民集団組織

は使用料を取るというものである。つまり請け負う側に一種の借地権のような

ものを認めたことになる。 

しかし、このあいまいな整理の下では、個別の請負農家と村の集団組織との

間で土地の譲渡や貸付をめぐってトラブルが起きる。そこで 2000 年代になっ

て登場するのが「土地請負経営権」という考え方であった。個人とともに農家

も「農村経営請負戸」として法的な権利主体と認められていることに着目し、

土地を請け負うのは村の集団組織の一員である個人の権利、土地の使用・収益
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は農家の権利、であると整理して、請負権と使用・収益権を分離する考え方で

ある。前者は身分に伴う権利なので譲渡できないが、後者は債権なので市場で

譲渡可能となる。この所有権、請負権、経営権を分離して扱うという「三権分

置」のレトリックの導入で、農地の実質的譲渡、転貸が可能になった。 

ただこうしたレトリックは日本の法的概念からすると理解できない面があ

る。例えば、請負権は「永小作権」の概念が応用できそうだが、中国の場合所

有者が小作者自身を含む集団である。公有地の使用収益権なら「入会権」の概

念が使えそうだが、個人の資格ではなく、譲渡も不可能である。集合住宅の所

有権が一番近そうだが、請負権は身分権としての性格を持ち、完全な物権では

ない。実際のトラブル解消に役立つのだろうか。 

中国の農業をめぐる環境は社会経済の発展と変化によって近年大きく変わ

った。日本と同じように少子高齢化と人口の都市集中が進み、農地の耕作放棄

が増えた。グローバル化で海外との競争も激化している。農業農村の担い手も

零細農家から、「家庭農場」と呼ばれる規模の大きい企業的農家や竜頭企業とい

われるインテグレーターなどに移っている。これまで、中国は生産請負に代表

される様々なレトリックを使いながら社会主義という看板を変えずに、マーケ

ットメカニズムを最大限活用してどこよりも高い農業生産と経済成長を実現し

てきた。事実上世界第２の市場主義経済大国となった中国の農業とそして社会

主義はどうなっていくのだろうか。 
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司会（田家） 第３回講演会を開催します。皆様には、大変お忙しい中、ズー

ムという形でございますが、参加していただきまして、大変ありがとうござい

ます。本日は、３月まで福井県立大学の教授で、現在は当研究所の研究員であ

る河原昌一郎氏に、「中国農村の土地問題について」お話をしていただきます。 

 河原さんは、在中国日本大使館の勤務を経て、農林水産省農林水産政策研究

所で中国農業問題について研究されてこられました。中国農村の土地問題の分

野の分析に関する我が国における第一人者でないかと私は考えております。さ

らに、中国農業問題のほかに安全保障問題に関しても学位を持たれております。

私どもの研究所の前身は東亜農業研究所でありますが、これまで講演会でアジ

アの農業をテーマとした講演は余りありませんでした。本日はこのようなテー

マで御講演していただける機会をつくることができ、大変喜んでおります。 

 この講演会はおおむね２時間を予定し、河原さんには１時間程度お話をいた

だき、その後質疑を行いたいと思います。恒例によりまして、質疑の冒頭では、

本日の解題をしていただく本研究所の坪田先生にお願いし、その後、ズームで

参加していただいている皆さんを含めて参加者から質問していただくことにし

ています。（別添参考資料：「中国農村の土地問題」） 

 

Ⅰ 講  演 

 

河原 河原です。よろしくお願いします。 

 本日は、「中国農村の土地問題」について話をさせていただきます。 

 今日の話の流れ（別添資料１頁）でございますけれども、まず、項目だけを

申し上げれば、最初に社会主義的土地制度について話をさせていただきます。

次に、今中国で行われている農村土地請負制度はどんなものかという話をさせ

ていただき、現在課題となっている農村土地の流動化の状況について話させて

いただきます。その後、農村土地請負法、2018年修正の趣旨なり内容を話させ

ていただいて、最後に土地経営権と、今中国が直面している課題というものを

お話しさせていただきます。 

 はじめに（３頁）ポイントを示しています。基本的には、現在、中国は社会

主義的土地制度を基本にしながら農家請負経営というのをやっているのですけ
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れども、現在の農家請負経営というのは、実は多数の農家に農地を配分した結

果、多数の零細経営がそのまま残っているという状況になっています。そうし

た中で土地の流動化を進めるということで、効率的な新しい農業経営をつくっ

ていこうというのが現在の中国の課題になっているわけです。その課題に対応

するために農村土地請負法が2018年に修正されています。それでは、その2018

年修正では一体何が問題になっているのか。そのときに、土地経営権という新

しい概念をつくっているのですけれども、それはどんなものかということを今

日はお話しさせていただきます。要するに、今現在中国が土地問題で直面して

いる課題は何かということをお話しさせていただきたいと考えています。 

 ４頁が中国の土地状況ですけれども、中国は、国土が960万平方キロ、大体日

本の25倍ぐらいです。それで、耕地が135万平方キロですね。これを所有形態で

見れば、耕地は農民の集団所有で、そのほかは全部国有ということになってい

ます。私有は認められていません。今日は、この135万平方キロの耕地のことに

ついてお話しさせていただくということです。 

 それではまず、６頁の社会主義的土地制度でございますけれども、社会主義

の土地制度を始めるに当たって、その基本となっているのは土地改革です。土

地改革は、中国では、土地法大綱と土地改革法との、この２つでもって実施さ

れています。土地法大綱というのは、実は新中国ができる前、1947年10月に公

布され、施行されたものです。このときは、旧満州、今の東北地方、それから

華北で実施されました。中国共産党がそこを支配していたのでそこから始まっ

たわけです。およそ人口の３分の１を有する地域で1947年に実施しました。そ

して、その残りの３分の２を土地改革法で1950年に実施しました。 

 やったことは、要は地主制の廃止ということですね。地主の土地を取り上げ

て、貧農に平等に分配するということです。そういうことで、土地法大綱と土

地改革法、この２つによる土地改革の実施で、この1950年の時点で中国農村の

土地は全ての農民にほぼ均等に配分されるという状況ができ上がりました。 

 ただ、この状況でもちろんおさまるわけでなくて、直ちに中国農村の社会化

という運動が始められます。どのように行われたかというと、７頁ですが、互

助組から初級合作社、高級合作社と、こういう順番に社会化が進められたとい

うことです。農業合作化と言われていますけれども、これは要するに農業の社
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会主義改造を進めたということですね。 

 それで、社会主義的な性格が強く出てくるのが互助組の常年組からです。常

年組というのは１年中共同作業をやっているので、労働評価制度が必要になり

ます。労働評価して、労働に応じて生産物を分配するという仕組みです。ただ、

そうは言っても、この互助組の場合には、農業経営は依然として農家が行って

います。統一経営にはなっていない。 

 ところが、初級合作社は、この常年組をさらに発展させて、統一的な農業経

営を実施するようになったものです。もちろん労働評価制度はそのまま引き継

いでいます。ただ、初級合作社は、統一経営をやり労働評価制度を実施するの

ですけれども、土地は出資で、まだ私有制なのですね。だから私有制が一部で

認められているということで、まだ社会主義的な改造は完成していません。 

 ８頁ですが、高級合作社でもって中国農村の社会主義改造は一応完成したと

中国では見られています。高級合作社では統一農業経営をやって、労働評価制

度を実施して、土地は高級合作社の社員による集団有となります。この３つが

実現したので、高級合作社でもって中国の農村での社会主義化は一応ここで終

了したと、一応完成を見たということになっています。 

 この高級合作社でもって中国では社会主義的な土地制度が実現したとされて

いるのですが、その理由の一つとして、高級合作社が旧ソ連のコルホーズを模

倣してやったものだからということが挙げられています。ソ連では、コルホー

ズ、これも集団農場のことですけれども、集団が運営している農業経営は社会

主義的なものだという理解になっているのですね。その理解のもとになってい

るのは３点あって、１つは、社会主義団体がその生産手段を使用しているとい

うことですね。土地なり農機具なんかを社会主義団体が使用している。ソ連で

はここがコルホーズですが、もちろん、中国ではここが高級合作社になるわけ

ですね。 

 それから、集団所有が個人財産の社会化の結果として発生したということで

す。ばらばらに分配された土地をまた合わせて社会化した。３つめには、集団

所有の資産は組合員のみの勤労によって利用されるということですね。要する

に、高級合作社であれば、高級合作社の社員の勤労によってのみ、その土地を

利用するということです。 
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こうした３つの要件を満たしているので、当然、高級合作社は社会主義的な

所有制度を実現したものと見られているわけです。 

 ９頁ですが、少し小さな図になっていますけれども、これは初級合作社、高

級合作社、アルテリ――アルテリというのはコルホーズの最も有名な形態なの

ですが—この３つの制度を比較したものです。今日はちょっと詳しい説明はで

きませんけれども、いずれにしても、高級合作社はアルテリの制度を模倣して

つくったものということです。よく御覧いただけば両者は大体共通していると

いうことがお分かりになろうかと思います。 

 ただ、１つ違っているところを申し上げておけば、「機械作業」のところが違

います。アルテリのほうは「機械作業」をトラクター団体に委託することになっ

ているのですが、高級合作社ではそれはありません。違いは、この「機械作業」

のところですね。要するに、農業機械のないところで中国では合作が進められ

たということです。 

 10頁です。高級合作社でもって社会主義的な所有制度が実現したということ

にされてはいるのですが、中国の場合、それにとどまらず、人民公社にまで移

行します。これは毛沢東の強い方針があったということになっています。人民

公社というのは単に集団の所有というのではなくて、全人民所有という要素も

併せ持っているという理解になっています。だから、人民公社は、高級合作社

よりもさらに一段階上の社会化を実現したものだということですね。こうした

性格は、初期の人民公社に特に強く表れています。 

 人民公社は、実は２つの時期に分けられます。１つが初期の人民公社です。

それから、初期の人民公社が失敗したので、これを解体して、新しい仕組みに

してやり直したのが1962年以降の人民公社です。 

初期の人民公社は1958年にできたのですけれども、設立方針は、「一大二公」

です。一つは大きいこと、二つは公有化であることです。大きくして、全部公

有化するというのが原則です。それから、「政社合一」ということです。政とい

うのは行政、社は経済のことです。要するに、行政機関と経済、生産が一緒に

なっています。農業合作社と行政機関を一緒にした、そういったものが人民公

社だということですね。したがって、人民公社というのは行政機関でもあるわ

けです。一方で、農業合作社として農業の生産もやっているという仕組みになっ
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ています。 

 ところが、初期の人民公社は、３つか４つぐらいの郷を合わせた巨大な組織

で、その巨大な組織の中でそれを１つの農場として運営しようとしたのですね。

人民公社１農場という形です。そういう巨大な地域の農地を１つの農場として

計画的にやるのだということですが、そうした空想的なものがうまくいくはず

がありません。これは大失敗に終わったということですね。 

 そのときに中国ではちょうど大躍進政策というのが取られていて、農村から

労働力が調達されて、農業労働力も不足していました。しかも、巨大な人民公

社１つで１つの農場という空想的な方式で、それを運営するということをやっ

たものですから、生産量が激減して、多数の餓死者を出すということになった

わけですね。さすがにこれは大変だということで、人民公社のあり方を見直そ

うということになります。直ちにその動きが始まります。 

11頁の左の枠です。ここに、1960年の「十二条」とか、「農業六十条」とか書

いてありますけれども、これは人民公社組織の見直しの過程ですね。こういう

形でどんどん変えていったということです。1962年になってようやく落ちつく

のですが、結局どうなったかというと、まず、人民公社規模を縮小しました。

余りにも大きくしたということで、規模を大体１つの郷で１つの人民公社とい

う形まで縮小します。 

 それから重要な違いは、「三級所有制」をとったということですね。人民公社

は、公社、生産大隊、生産隊という３つのクラスになっているのですけれども、

それぞれがそれぞれの必要に応じて土地を所有することになりました。例えば

公社は、庁舎の敷地とか、生産大隊であれば生産大隊が運営する企業の敷地で

あるとかを所有しました。生産隊は農業経営をやるということで、生産隊が村

の農地を所有しました。このため、「三級所有制」では生産隊を基礎とすると言

われました。 

 それから、生産隊は基本採算単位になりました。生産隊を単位として農業生

産を行うようになったということですね。初期の人民公社では、巨大な人民公

社が１つの単位だったのですけれども、さすがにそれは空想的だという話に

なって、生産隊まで単位が落とされたわけです。所有も、生産隊が土地を所有

するし、労働力も生産隊が支配するという形になりました。それで、こういう
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形に改組して、ようやく人民公社体制が安定したということですね。そういう

ことで、1962年にこういう形になって、それ以降ずっとこのまま推移して、こ

うした状況の中で、中国の農村は1978年の改革開放を迎えるということになり

ます。 

 12頁からですが、改革開放後は農家請負経営が広まります。 

最初にちょっと農家請負経営の時期区分の話をしておきます。13頁です。現

在、中国の農家請負経営というのは第三期請負期に入っています。 

1983年までが農家請負経営形成期ですね。この時期にいろんな請負の方法に

ついての試行錯誤があったのですが、徐々に農家請負経営として収れんして

いったという時期です。 

 それから第一期請負期になりますが、これは15年の請負期間でした。第二期

ではこれが更新されて請負期間は30年になります。それがさらに更新されて、

今は第三期に入っているという状況になっています。 

 それでは、農家請負経営形成期では、どのようにして農家請負経営が普及し

たのかという話をさせていただきます。14頁です。 

 まず、中国農村ではいろんな請負方法が試されたのですが、要はそれまで農

業経営を行ってきた生産隊の作業をどのように請け負わせるかといことです。

生産隊の中に作業組というグループがあったのですが、この作業組にまず生産

請負をやらそうということになります。やり方は、一定量までは生産隊の統一

計算でやるけれども、ある部分を超えれば、超過部分は作業組のものにしてい

いよというやり方が行われたということですね。 

 この作業組生産請負をさらに進めて、農家に請け負わせようということとな

ります。作業組のようなグループでなくて個別の農家に生産請負をさせていい

のではないかということですね。ただ、やりようは一緒で、一定量を農家が請

け負うのですけれども、超えた部分は農家のものだというものです。その一定

量の請負部分はやはり生産隊の統一計算に組み込まれているということですね。 

 作業組も農家も、一定量までは生産隊の統一計算で、この部分は労働に基づ

いて、労働点数に基づいて収入が配分されるわけです。やりようは変わりませ

ん。だから、農家生産請負までは、本質的には生産隊の統一計算が残っていま

す。 
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ところが、農家請負経営はこれとは違っていて、この統一経営部分がなくな

ります。要するに、国・集団への売渡・上納義務を果たせば、残りは農家のも

のになります。要するに一定の義務さえ果たせば、あとは全部農家のものだよ

ということですね。農家請負経営というのは統一計算部分がなくなるというこ

とです。そういうことで、「責任明確、方法簡便、利益直接」ということで広く

農家に受け入れられて、あっという間に全国に普及していくということになり

ます。1983年末には、98.3％の地区でこの農家請負経営が実施される状況にな

るということですね。 

 その一方で、農家請負経営が全国的に普及するということは、生産隊のやる

ことがなくなるということですね。生産隊、人民公社というのは経済・農業生

産部分と行政部分の２つを併せ持った組織だとお話ししましたけれども、その

うちの１つはなくなっているわけですね。ということで、人民公社は維持する

必要がないので、もう解体しようということになり、人民公社の解体作業が進

められます。 

16頁です。1985年までに人民公社の解体作業が終わります。解体した後は、

人民公社が郷になります。郷または鎮ですね。それで、生産大隊は村すなわち

行政村となり、生産隊は村民小組に改組されました。ただ、所有していたもの

はそのまま新しい組織が所有することとなりました。すなわち、土地は生産隊

が持っていたので、村民小組が所有することになったわけです。村民小組の集

団所有としてこれからは所有されていくことになりました。そういうことで、

人民公社が解体されて、同時に生産隊も解体されて、生産隊の土地はそのまま

村民小組に移行しました。一方で、人民公社が持っていた資産は郷鎮政府有と

なるということです。 

 17頁が1987年、97年の土地の所有状況です。今申し上げたように所有の形態

が変わったのですが、どうなったかというと、村民小組がこの時点で65％、行

政村が34％ということです。生産隊は村民小組に改組されたわけですが、一部、

規模の大きい生産隊は行政村になり、また規模の小さい村民小組の中には行政

村に組み込まれたものもありました。そういうことで、行政村が34％になって

います。97年には、さらに行政村への土地集中が進んでいます。また、共有が

14.7％という形になっています。 
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 18頁は、農家請負経営の効果です。農業面、経済面両方があります。農業面

では個別経営が容認され、このことによって農業生産意欲が向上しました。ま

た、作目選択の自由が認められ、新規作物の導入が進みました。経済面では、

労働が自由となり、自分たちで労働力は使っていいよということになったので、

郷鎮企業をつくる農家もおれば、農村商工業をやるような人もいるということ

になりました。ということで、農家請負経営というのは、農村経済の発展に最

大の役割を果たすこととなりました。中国政府、共産党政府も、農家請負経営

こそが農村経済の発展の基礎であって、国民経済の基礎にもなっているという

認識を深めたということですね。そういうことで、これ以降、この農家請負経

営をいかにして安定させるかということが中国政府の農村政策の最大の課題に

なっていくということです。 

 それでは、第一期請負経営ですが、20頁です。1984年から1992年にかけてやっ

たことは、とにかく農家請負経営といってもいろんな形があり、期間の定めも

なければ、具体的な中身も各地でまちまちであり、全く安定していなかったの

で、まずそれを安定化させるということでした。農家請負経営の安定が第一期

請負期の重大な課題だったということですね。そのために、まず、請負期間を

統一しました。それまでは、３年だったり５年だったり、請負期間がないとか、

ばらばらだったのですけれども、それでは安定しないということで、15年間に

統一したというのが１つですね。 

 それから、社会主義体制との理論的整理を行いました。要するに、農家請負

経営は資本主義的な個別経営でないのかという疑問に答えるということです。

個別経営というのは、文革のときなんかは資本主義的だということで厳しく弾

圧された記憶があります。農家にも、もしかするとそういうところに戻るので

はないかという不安があったということなのですね。その不安を一掃するため

に、理論的な整理、こういう理論でもってこう考えているから大丈夫だよとい

うことを農家に言ってあげる必要がありました。そこで、「双層経営」という概

念がつくり出されたということですね。 

 それから、紛争が多発していたので、その処理を円滑にやるということで、

最高人民法院のほうではその処理のための基準をつくったりしています。 

 第一期請負期はこういう形で、とにかく農家請負経営を安定化させるという
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のが最大の課題だったということですね。そのときに双層経営という概念がつ

くり出されたということです。 

 21頁が双層経営です。双層経営というのは、名前どおりで、２つの層の経営

ということですね。分散経営、これは個別農家のことです。分散経営と、もう

一つは農民集団の経営ですが、この２つが重なっている。この農民集団は土地

の所有権を持っていて、統一的な管理をやっているということになっているわ

けですね。それぞれ農業生産は個別の農家がやるのですけれども、ただ、そう

はいっても統一管理のもとで必要に応じて農民集団は各農家に農機具の使用を

させたり資材を供給したり支援しているのだということですね。だから、完全

にばらばらにやっているわけではなく、農民集団の統一的な管理のもとにやる

のだという考え方です。 

 21頁の右側に示しているように、これが双層経営体制です。これは今でも中

国の農村土地制度の基礎として引き継がれて来ています。農村土地請負法第１

条に現在もこれが明記されています。中国の農村土地制度は双層経営体制でや

るとはっきりとこの農村土地請負法に明記されているわけですね。考え方とし

てはこれが基本になっています。実際には分散経営というか、個別経営になっ

ており、統一経営と言うものは存在しません。すなわち、実質は個別経営になっ

ているのですけれども、建前としては双層経営が維持されているということで

す。 

 22頁の第二期請負期は前半部分と後半部分に本当は分けられます。前半部分

で行われたのは、23頁の農村土地制度の法的整備。要するに、土地請負経営権

の法的な枠組みをきちっと整理するということです。そのため、まず、1993年

農業法で土地請負に関する権利が規定されました。この請負方の権利、すなわ

ち請負農家の権利が規定されたのがこの93年農業法です。土地請負経営という

のは単に集団と農家との事実行為としてのやり取りでなくて、法律でもって保

護される権利だということを明記したのがこの93年農業法ということです。次

いで、98年の土地管理法では土地請負期間が30年であることを明記する規定が

組み入れられています。 

 いずれにしても、この当時は、土地請負に関する権利を法定化し、権利内容

の明確化を図ってほしいという強い要望がありました。そしてこれまでの経験
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等を踏まえつつ、それを集大成したのが、24頁の2002年の農村土地請負法です。

この農村土地請負法になって初めて土地請負経営権という概念がきちんと整理

されました。そして、土地請負経営権は物権として扱われることになりました。 

 24頁は2002年農村土地請負法の土地請負経営権の内容なのですが、その中で

土地を請け負う権利、これが一番のポイントです。これが本質だと農村土地請

負法では書いています。要するに、農家の成員というのは農民集団の成員でも

あるわけですね。農民集団というのは土地を所有しています。したがって、農

民集団の成員は、農民集団が所有する土地を利用できる権利もあるはずだとい

う考えです。個人は、農家の成員でもあると同時に農民集団の成員でもあって、

農民集団の成員として、農民集団に対して、私は土地の権利持っていますよと、

幾らかよこしなさいという権利があるということなのですね。成員Ａ、成員Ｂ、

それぞれの個人が土地を請け負う権利を持っています。農民集団は、それに応

じて、人数割で平等に土地を割り振るということになります。農民集団は人数

割でそれぞれの農家に請負土地を割り振るのですから、農家２人であれば２人

分、３人であれば３人分を割り振ったということですね。 

 25頁です。この土地を請け負う権利、これが本質です。それで、この土地を

請け負う権利というのは他人に譲渡はできないですね。農民集団の集団員とい

う地位でもってこの権利が与えられているわけですから、農民集団の集団員で

ない人はこれを持てません。また、これを譲渡することもできません。身分権

なのですね。農民集団の集団員であるという身分に応じてそういう権利が与え

られているのが土地を請け負う権利です。その権利に基づいて農民集団に対し

て土地を請け負わせなさいという要求ができて、それに応じて農民集団は請負

土地を渡す。そして、この請負農家には土地を使用・収益する権利があります。

こうした農家の権利の全体が土地請負経営権というのですけれども、この土地

請負経営権に２つの要素があります。１つが土地を請け負う権利です。もう一

つが使用・収益の権利です。土地を使用・収益するという権利ですね。 

 土地を請け負うのは個人の権利。農家として農民集団と契約して、この土地

を使う権利は農家としての権利なのです。この辺がちょっと複雑なのですけれ

ども、要するに、中国の民法では、農家も法的主体になれるのですね。日本と

違い、農家が権利主体として取引ができるのです。日本の場合には個人と法人
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しか取引の主体にはなれないのですけれども、中国の場合、農家も取引の主体

になれます。そして、請負契約の主体は農家なのです。農家が契約する。そし

て、農家として請負土地を利用する。ところが、この土地を請け負う権利は実

は個人の権利で、個人が２人おれば２人分の土地がこちらへ回されているとい

うことでした。これが根っこだということですね。これが外せないということ

です。 

 それで、土地請負経営権の譲渡でちょっと難しい問題が生じます。25頁を見

て下さい。例えばこの土地請負経営権全体を第三者に譲渡するといった場合、

土地を請け負う権利が含まれているので、この部分を移転しようとすると、こ

の部分は身分権なので、本来は譲渡できない権利を譲渡しようとすることにな

るわけですね。一応これは農民集団の同意があればできるという規定になって

いるのですが、事実上はこの第三者というのは同じ村内の人に限られます。土

地請負経営権の譲渡の場合、別の集団の人には、土地を請け負う権利の部分は

移転できません。同じ集団の人であれば、この第三者も同じ農民集団に対して

土地を請け負う権利を持っているので、移転できるのですけれども、集団外に

はできません。だから、譲渡は村内の人に限られるということですね。 

 したがって、土地請負経営権の譲渡は、別に法律にはそんな規定はないので

すけれども、事実上、非常に大きな制約を受けていて、村内の人にしか譲渡で

きないものとなっています。 

 一方、転貸は、土地を請け負う部分には手をつけません。土地を請け負う権

利のほうには手をつけず、ここは変えない。契約当事者である農家は変えなく

て、土地だけを転貸する、すなわち、ほかの人に使わせるということですね。

それはできるということです。ただし、第三者の権利は非常に弱いということ

になりますね。転貸にはこういう制約があります。土地請負経営権というのは、

とにかく、実態の中から、すなわち農民集団有という制度の中から出てきたも

のですけれども、法律的にはそういう問題を抱えた権利だということなのです。 

 26頁にあるように、土地請負経営権の移転方式は、そういう意味で、譲渡方

式と転貸方式と２つに分けることができます。譲渡方式というのは、契約の請

負方、または請負契約当事者が変わってしまう方式です。譲渡、交換がこれに

当たります。農民集団内で、同じ集団内であれば交換はできます。 
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 土地出資、これは現実には農家が直接に出資するのではなく、請負土地を村

に返還して村が一括して出資するという方式が多くとられています。 

転貸方式には転貸、リースというものがあります。リースは期間が比較的長

いものというイメージです。あと代耕という方式もあります。これらは別に請

負契約当事者は変えないので、問題はないのですが、ただ土地への権利は弱い

ということですね。 

 27頁です。この表は土地施策の一覧なのですが、2013年頃から流動化の必要

性が指摘されるようになります。すなわち、農村土地の流動化の要請がこの時

期から強まってきて、必要な施策がとられるようになります。それについてこ

れからお話ししていきます。 

 29頁です。流動化の背景なのですが、３つ要因が挙げられます。１つは、一

番大きな要因とも言えるのですが、中国農産物の国際競争力が低下したという

ことです。図では中国とアメリカの生産費の推移を整理しているのですけれど

も、2013年頃になると,中国の生産費がアメリカより高くなっています。中国の

農産物の生産費は、中国の高度成長に合わせてどんどん上がります。もともと

アメリカより生産費が低かったのですが、10年とか11年頃に逆転して、今では

アメリカの生産費の倍ぐらいになっています。そういうことで、中国農産物の

国際競争力が低下したわけです。 

 ２つは、農村労働力が出稼ぎで減少して、農村にいなくなっているというこ

とです。だから、耕作放棄地が出てきました。 

３つは、農業保護関係の財政負担ですね。例えば価格支持をやったり補助金

出したりしているのですけれども、それを今まで余り財源と関係なく無制限に

やってきたのですが、そういうことはもうできなくなったということです。 

 こういったことから、経営効率の高い農業経営を今後育成していく必要が生

じたわけです。そのためには土地の流動化を進める必要があります。 

 30頁に土地流動化推進施策を４つほど挙げておきました。 

まず１つが土地請負経営権確定登録事業というものです。これは、農家請負

経営の場合には請負契約によって権利の内容が変わってくるので、契約内容を

きちっと登録して権利を確定させようという事業ですね。これを全国的に実施

したということです。2018年末に完成させることが目標だったのですが、一部
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遅れて、2019年にずれこみましたが、現在では、基本的には登録は終わったと

いうことになっています。 

 これと併せて実施されたのが２つめの農村土地請負経営権情報利用プラット

フォーム建設事業です。登録された権利の内容をここに集約し、土地を貸した

い農家、借りたい農家、そういった農家の情報を集めてマッチングさせるといっ

たことをやっているのがこのプラットフォームです。 

 現在、県級以上に経営権取引市場、郷鎮には経営移転サービスセンターとい

うのがつくられています。どのように運営しているのか、はっきり分からない

ところがあるのですが、一応この２つがつくられています。 

 ３つめに、31頁ですが、紛争の処理です。紛争で最も多いのは経営権の移転

に関することで、そのことが流動化の障害になっているので、紛争解決のため

のやり方も考えておきましょうということです。そのために農村土地請負経営

紛争調停仲裁法といったものもできています。 

 あと４つめは、都市に出稼ぎに出ていったまま、農村の土地を放置している

人のことです。農村には誰も人がいないのですけれども、請負土地は手放さな

いという人が多いのですね。基本的にはそれがほとんどなのです。そういった

人に手放してもらおうということで、そういった人にお金を渡して、農村での

土地の請負権はもとの集団に戻してもらいたいという事業をやったということ

です。今現在もやっているところもあります。ただ、余りうまくいっていない

ということです。少しぐらいのお金を渡しても、農家はそれに応じない。その

まま土地を持っている農家がほとんどだということですね。 

 32頁です。これは土地流動化のための受け皿を育成する事業として中央政府

が取り組んでいるものです。この受け皿を新型経営主体と中国では呼んでいま

す。 

その第一が家庭農場というものです。この家庭農場というのはどんな概念か

というと、日本でいえば自立経営みたいなものですね。土地の経営規模が平均

請負土地面積の大体10～15倍で、農業収入がその地域の二、三次産業従事者の

収入に相当するような収入が得られる農家だということですね。 

 家庭農場は、今現在、全国で約60万戸いて、2013年の５倍にはなっている。

一家庭農場当たり労働力は6.6人ぐらいだということです。それから、経営土地
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面積は、60万戸で1,067万haですね。１戸当たりにすれば大体18～19haぐらいに

なります。流動化の方式では、リースが71.7％ということです。かなり流動化

が進んでいるという印象です。60万戸の家庭農場というものが実現しており、

今後こういったものを伸ばしたいということですね。 

 それから、33頁ですが、農民合作社です。農家が共同で一つの合作社をつくっ

て共同経営をやろうというものですね。今現在、全国的に合作社は登録が進め

られていて、217.3万社あります。全国の約半数の農家が農民合作社と関係して

いると言われています。 

 それから、竜頭企業というのは、農村で農産物の加工をしたり、流通業をやっ

たり、そういったことに従事する企業のことを竜頭企業と呼んでいるのですけ

れども、この竜頭企業に経営権、農地を集めて、それで大規模な農場経営をや

らせようという発想です。中国では、こういった竜頭企業とか合作社とか、農

家ではないこういった団体にも農地を集めて経営をやらせようという発想に

なっています。 

 それで、農地流動化の現在の状況なのですが、34頁のように、2018年現在、

流動化農地面積が3,593万ha、それから農家数は7,235万戸です。大体全国の３

分の１ぐらい、農家数も農地面積も３分の１ぐらいが流動化しているという状

況ですね。ただ、中国政府は余り多くないという認識です。中国政府からすれ

ば。もっとやりたい、もっとやらなくてはいけないということで、さらにこれ

から流動化を進めていくということです。 

 さて、農村土地請負法で請負経営権の流動化の障害になっているところは大

体お分かりになったと思うのですが、要するに土地を請け負う権利ですね。あ

の部分が根っこになっていて、なかなかうまくいかず、農地流動化を妨げる大

きな原因になっているわけです。そこで、それを直そうというのがこの2018年

修正ですね。36頁にあるように、2015年から検討が始められて、パブリックコ

メントなんかが募集されて、2018年12月29日に成立しました。その後、2019年

の１月１日から施行されています。 

 37頁が修正の内容です。何が起こったのかということですが、三権分置とい

うのが行われたということです。この農家請負経営権というのは、先ほど２つ

の要素があるとお話ししましたけれども、明確に法律でもって土地請負権と土
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地経営権の２つに分けてしまうということです。土地経営権という概念を新た

につくろうということです。土地を経営する権利と言っていましたが、あの部

分を独立させて、一つの物権として扱うということですね。これが一番大きな

修正です。土地経営権という概念をつくって、流動化の際には請負権には手を

つけないようにしようということです。土地経営権だけを分離して、これを流

動化させようというのが2018年修正の根本です。 

 まず土地経営権をつくるということ、これが一番重要な法律改正になってい

ます。それで、土地経営権は移転できることとなり、しかも担保に供すること

ができるという規定になりました。これは物権として扱って、物権なので担保

に入れられるということです。なるべく土地と同じようなものにしようという

ことですね。できるだけ土地に近づけた権利にしていこうということで、担保

にもなるのだよということですね。それから出資もできるようにする。従前は、

土地出資というと、共同経営の際にしかできなかったのですけれども、一般的

に土地出資ができるようになりました。こういった形で土地流動化を進めてい

くということです。このように、一番大きな改正が三権分置ですね。土地経営

権なる概念をつくって、これを流動化させて、担保にも供することができるよ

うにしたということです。 

 それから、38頁です。請負関係の長期不変ということで、請負期間を30年間

さらに延長しました。それから、現在の請負地は変更しないということですね。

このような規定も入っています。 

 それでは請負制度の性格は何が変わったのでしょうか。39頁で改めて整理し

ますと、土地を請け負う権利、これが形骸化することとなりました。請負土地

は固定化され、変えないという規定が設けられています。すなわち、請負土地

を変えることはしないので、土地を請け負う権利というのは実質的に必要なく

なっているのです。もう30年ぐらいたっているのですが、もともとは、この請

負土地というのは農家の個人に対して与えられるものですね。だから、３人で

あれば３人分が農家に与えられて、５人であれば５人分与えられていたはずな

のですが。農家の人数は年が経てば変わりますよね。例えば農家５人だったの

が３人になったりする。そうすると、５人分もらったまま３人で経営すること

になります。ところが、一方で、２人のところが５人に増えても、２人分しか
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もらっておらず、請負土地は増えないという状況に今はなっているわけです。 

 ということで、土地を請け負う権利今は余り顧みられなくて形骸化してし

まったということですね。ただ、そうは言いながらも、根っこは土地を請け負

う権利であり、集団の一員として土地を経営しているので、土地を請け負う権

利は形としては残っている。土地請負権と土地経営権、この２つが新しい法制

でもってでき、両方合わせて土地請負経営権とされている。そして、土地請負

経営権は物権であり、その下の層として土地経営権も物権扱いされている。物

権２つが重なるという複雑な形になっている。 

 39頁の根っこの部分、社会主義的な要素として一番重要なところは形骸化し

てなくなりつつあるということですね。ここの部分は固定化して変えないと言

うわけです。すなわち、請け負った土地は既得権益化していて、変えないとい

うことです。そういう仕組みにしたということです。 

 それで、40頁ですが、土地経営権の譲渡は、経営権だけで譲渡していくこと

にし、請負権のところは、ここの部分は難しいので手をつけないようにしよう

ということにされた。ただ、土地経営権を譲渡する場合でも、請負農家の書面

同意が必要です。勝手にはできません。ということで物権であっても縛りが強

いということですね。 

41頁を見て下さい。経営権としては移転することができる。この経営権は担

保の対象にもなります。左が2002年のときの土地請負経営権の移転の方式で、

右のほうが2018年修正後の移転の方式です。転貸方式では土地を経営する権利

は債権ですが、2018年修正後の方式では土地を経営する権利は土地経営権とし

て譲り受け、物権となります。一定の条件が必要ですけれども、担保物権の対

象として扱うこともできるということになっています。 

 農村土地請負制度の法的性格についての整理なのですが、42頁のように、旧

法のときは、一応社会主義的土地制度は堅持されていたということが言えると

思います。ところが、2018年の修正法のほうは空洞化しているということです

ね。土地を請け負う権利という最も社会主義的な法律の部分が形骸化している。

請負土地が固定化して、既得権益化している。要するに、請負土地については

農家の権利が強まっているということです。 

それから、43頁のように、土地請負契約の性格も変わった。旧法では行政契
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約としての性格が強く、公平、公正、平等といった原則が強く適用されていた。

すなわち、平等に土地を割り振って、平等にそれぞれの農家と契約を結んでい

るという要素が強かったのですが、修正法では、土地の再配分は行わないので、

従来の土地請負契約をただ維持するだけです。また請負料支払い等に関する現

実履行の原則も後退しています。請負契約での農家の義務履行に関する実行性

は重視されなくなったということです。かつては、請負料が重要だったのは、

村に収入がなくて、その請負料は村の収入の重要な部分を占めていたため、土

地を利用している農家は確実に村に対して義務を果たさなくてはいけないとい

う制約がありました。修正法のほうではそういったことも余り言われなくなっ

ているということです。だから、請負契約の私的契約化が進んでいるというこ

とですね。行政契約から普通の契約にだんだん近づいてきているという形に

なっています。 

 それから、土地経営権の移転は、旧法では抑制的だったのですが、2018年の

修正法では土地流動化を推進するという形になっています。このように、農村

土地請負制度の性格について、旧法と修正法では大きな変化が認められるわけ

です。 

 それでは、44頁の土地経営権と今後の課題です。一つは、47頁の土地経営権

の担保物件化です。2018年の修正で最も重視されていたものの一つが土地経営

権の担保物件化でした。これの背景はいろいろあるのですが、一番大きな背景

は農村金融の不振ということです。中国の地方の農村金融というのは、実はも

うないと言っていいぐらいですね。農村金融機関がありません。日本の農協の

ような組織もないわけですね。もちろん農業銀行も地方にはありません。農村

金融は基本的にはほとんどないということなのです。しかも、農村で融資担保

の対象になるものがない。要するに、土地が集団有になっていて、農村で担保

にできるものはないのですね。そういうことで、農村金融は非常に不振です。

これを何とかしたいということですね。そこで、融資担保の対象がないので、

その対象をつくるために経営権を強化して、土地と同じように扱っていこうで

はないかという法改正が今回なされたということです。 

 ただ、これについてはいろんな議論もあったようです。最後の最後までもめ

ていたのですが、2018年12月23日の全人代常務委員会への報告でもって法改正
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することが決まりました。事前にいろいろと試験実施してみたところ効果はあ

り、大丈夫だという報告もなされて、全面推進に向けてやっていこうという話

になったわけです。それで、この全人代常務委員会の直後に2018年修正法が通っ

て、今に至っているという状況です。 

 このように、土地経営権の担保物件化というのは非常に大きな期待を背負っ

ていたのですが、ただ問題があって、とてもうまくいくとは思えません。46頁

です。担保物件としての問題は、まず、設定の要件です。要するに請負農家の

ほうから経営権を譲渡してもらっているわけですけれども、ただ、請負農家の

権限が離れません。請負農家の書面同意がなければ担保には供せないというこ

とになっています。 

 それから評価額です。一応基本的には第三者に評価を委託するという方針に

はなっているのですが、評価額が余り良いものになるとは思えません。農業経

営の純収入なんかを評価しようという話ですけれども、農業経営または農業の

収入は非常に低いですから、それを評価して、価値を考えようといっても余り

大きな価値にはならないと思います。だから、経営権を担保にしてもどれだけ

現状を変えられるのか疑問です。 

 それから、貸付利率とか貸付限度額とか貸付期間とか、これらが全然決まっ

ていないということです。金融機関によってまちまちの状況です。その都度金

融機関によって決められるということですが、農家にとっては貸付条件は不透

明で難しいということになります。 

 こんなこともあって、担保物件としてうまく運用できるとは思えません。ま

ず、設定要件に縛りがあり、そもそも設定できない可能性があります。それか

ら、評価額が非常に低いだろうということです。どれだけ借りれるのかという

問題と、それから貸付条件でさえ今でははっきりしないということですね。 

 更に、47頁にあるように、土地経営権の制度的課題というのもあります。土

地経営権というのは物権の二重構造なのですね。土地請負経営権というのがま

ずあって、その下に土地経営権というのがぶら下がっているという状況になっ

ているので、土地請負経営権と土地経営権の違いは、難しい問題ですね。とい

うのは、土地請負経営権は物権で、その中に土地経営権があるわけですね。そ

うすると、土地経営権が土地請負経営権から分離して他人に譲渡された場合、
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残った土地請負経営権というのは一体何なのだということも全然回答がなされ

ていないのですね。要するに、土地経営権を土地請負経営権から抜いてしまい、

土地経営権を譲渡した場合、残った土地請負経営権は物権なのかという問題で

す。物権でなくなってしまっているのか、譲渡できるのかとか、いろいろな問

題が残っていて、その辺が全然解決されていないということですね。そういう

問題がいっぱい残っているということです。 

 あと、この土地経営権の債権性に伴う課題ということです。せっかく物権化

したのですけれども、実は債権的な要素が非常に強いのですね。要するに、土

地経営権を移転しようとすれば、請負農家も書面同意が必要だということに

なっています。担保でもそういうことですから、物権といっても自由には処分

できないということですね。日本の地上権とは違うということです。日本の民

法の地上権は、別に所有者の同意がなくても自由に売買できますけれども、こ

の土地経営権はそうでなくて、請負農家の書面による同意がないと売買はでき

ない。それだけ制約が強いということですね。債権性が非常に強いということ

になります。 

 それから、48頁のように、社会主義的土地制度から生じる矛盾というのがあ

るのですね。こちら、制度・理念と書いてありますけれども、これは政策目標

と読み直してもらったほうがいいですね。政策目標としては、例えば１つは、

農家請負経営における双層経営の理念を維持するということですけれども、こ

れについては現実には何もやっていません。双層経営での統一管理とか、それ

から、いろんな農機具の貸与とか、技術の習得とか、そんなことを統一経営と

してやっていくのだという理念にはなっているわけですけれども、それが全く

行われていない。しかも、これから経営権の流通ということで、村以外の集団

外の人がその土地を経営するようになった場合、余計、統一経営なんかできな

くなりますね。村外の人に対してどういう形で統一経営を実施するのか、それ

は不可能だということになります。ということで、制度・理念というか、政策

目標はこういうことでしょうけれども、それが現実に合わなくなっているので

す。 

 それと、農業生産の効率化を図るために農村土地の流動化を進め、農業経営

の規模を拡大するというのですが、これも社会主義的な土地利用とは完全に矛
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盾しています。部外の人に利用させるというのは、本来社会主義的土地所有で

はあり得ない話なのですね。社会主義土地所有というのは集団成員による利用

が前提なのです。自分たちで利用するということだったのです。社会主義団体

が所有していて、しかもその集団成員である自分たちが利用する。要するに搾

取はないのだということでした。人に利用させて、その人の労働から何か自分

たちが奪い取るとか、そんなことは絶対やらないというのが社会主義的な土地

所有の理念なのですけれども、もうそういう理念が完全に崩れていて、どんど

ん部外者に貸し出そうということになれば、こういった目標は完全に無視され

ているということになります。 

 それと、土地経営権を物権化して移転させることにより土地流動化を図ると

いうのですが、これも本来移転できない権利、すなわち先ほど来言っているよ

うな土地を請け負う権利との関係が問題となります。また、土地経営権の再移

転には依然として請負農家の書面同意を必要としている等、流動性が制約され

ていますし、何らかの流動化を図ろうといっても難しい問題は解消されません。

無理にやろうとすれば最終的には社会主義的土地所有制度というのを結局なく

してしまうしかないということになります。私有化を進めざるを得ないという

問題にも行き当たらざるを得ないということですね。 

 ということで、いろんなことを今やろうとしているのですけれども、ただ、

土地の流動化というのはそもそも社会主義土地制度との整合性をなかなかとり

にくいということですね。矛盾することが多いということです。無理を今はやっ

ているということになります。 

 49頁のまとめなのですが、先ほど来お話ししているように、現在の中国の農

村土地制度は、社会主義的土地所有に基づく農家請負経営制度であるというこ

とですね。こうした中で、中国農村は、中国農業の国際競争力の低下、農村労

働力の減少といった問題に対応しようとしており、農業の生産性向上を図るた

め、農村土地の流動化という課題に取り組んでいるわけです。このため、三権

分置による土地経営権の分離ということをやったのですが、ただ、土地経営権

には債権的要素も色濃く残っている。そういった課題が多数残存しています。 

 それで、重要なことは、社会主義的土地所有の維持と土地流動化はそもそも

矛盾しているのだということです。これを両方とも並び立たせようとするのは
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なかなか難しい。流動化を進めようと思えば、先ほど来言っていますように、

社会主義的土地所有の原則を崩さざるを得ないですね。どう崩すかという問題

もありますが、いずれにしても矛盾があって難しい。 

 それと、土地流動化のために土地私有の要素を強めていかざるを得ないとい

うことになるわけですけれども、これはすぐには中国にはできない、今の中国

にはとてもできないと思います。土地私有化を図るといってもなかなか難しい

ということになります。現在の状況ではこういう制度を廃止して土地私有を認

めるということは、中国政府は全く考えていないでしょう。そうした中で、中

国農村の土地制度というのは現実にいろんな矛盾に直面しているわけです。土

地私有的な要素はある程度は加味していくこととなるかもしれませんが、ただ、

土地私有制に移行するということは現在では考えにくいですね。 

 そういうことで、中国農村の土地制度は、現在はいろんな矛盾に直面してお

り、また、解決すべき課題も非常に多いということですね。ただ、その本質は

社会主義的土地所有というところにあるわけです。農民集団が今土地を持って

いて、農民集団の中の集団員が土地を請け負っているというのが本質です。と

ころが、その土地を請け負う権利がだんだん長期化して、既得権益化している。

そうした中で流動化を図りながら農業経営の効率化を実現していかなくてはい

けないという難しい問題に直面しているということです。 

そうしたいろいろな課題に対応していっているわけですけれども、そういっ

た対応をする過程においてどんどん中国の社会主義的土地所有というのは空洞

化しており、その本質的部分が蝕まれていっているのが現状だということです。 

 

Ⅱ 質 疑 応 答 

 

(1) 坪田邦夫氏の質問 

坪田 日本農業研究所、坪田と申します。解題をさせて頂くこととの関連で、

最初に質問をさせていただきたいと思います。 

 河原先生のお話、大変分かりやすくて、中国という社会主義体制の国が資本

主義的な、あるいはマーケットオリエンテッドな方法を取り入れてより効率的

なものにしていこうという、そのための工夫を重ねてきたと。それが土地の問
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題にもよく表れているということが分かりました。そういう意味では、私のよ

うな門外漢が質問するのも変なのですが、とりあえず３つほど、整理して質問

させていただきたいと思います。 

 １つ目は、2002年の請負法による請負経営権の分離ということです。日本の

民法の考え方からすると、これは多分賃借権に当たるだろうと思うのですが、

そういった賃借権に当たる中国の請負権というのは、私らの理解では、本来は

耕作とか経営といった使用収益権と分離不可能なものであるはずで、そういっ

たことにもかかわらず、わざわざなぜ請負権から経営権といった余り聞き慣れ

ない言葉を分離せざるを得なかったのか。その理由というのは何なのだろうか

ということが私はちょっと疑問に感じました。 

 土地の流動化促進とか経営の効率化といったことが目的なら、初めから請負

権そのものの転貸だとか譲渡制限の緩和・撤退ということで対応できそうな気

がしたのですけれども、わざわざそこに経営権という概念を持ち込んで制度を

ややこしくした。それはどうしてなのだろうか。多分、法的な概念とか、ある

いは向こうの制度の特質というのがあるのだと思いますが、河原先生には、法

律の専門家ということでございますので、日本の民法辺りに照らして分かりや

すくちょっと説明していただけないだろうかというのが第１点でございます。 

 それから第２点ですが、土地経営権というものを仮に設定して、それを譲渡

できるということにすると、当然のことながら、大規模な効率のいいところに

経営権が集積しますので、そうなればコストダウンを通じて中国農業の競争力

が強化されるといったことが起きると思うのですが、あくまで理論の話でして、

日本の状況を考えてみますと、農業法人が規模を大規模に拡大しても、肝心の

農地そのものが分散錯圃でばらばらなところにある。中国の場合も、土地の請

負権も小さい農家にばらばらに均等に分配したと河原先生おっしゃっているの

で、もしそうだとしたら、やはり分散錯圃になっているのではないか。そうだ

とすると、幾ら土地経営権の譲渡を進めてもそれほど経済的にはメリットがな

いのではないかということが想像されます。その点についてどのようにお考え

でしょうか。 

 それと関連するのですけれども、そういたしますと、需要のたくさんあると

ころでは地代が上がる、ないところは放棄される、これは日本の農地の状況な
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のですけれども、それと同じようなことが起こるのではないかということにつ

いて、それと関連してお答えくださいますか。 

 それから３つ目は、この制度の将来です。土地請負権と土地経営権というも

のを完全に分離して物権化して明確に進めていきますと、所有と経営がますま

す分離していく。そうなると、土地請負権なるものが既得権益として実態のな

いものになって、なおかつ、権利ですから不労所得が生じる。一方で経営はど

んどん大規模化すると、そういうところでは大企業や、竜頭企業でしたか、そ

ういうところに集中してしまって、ますます格差が拡大するということになら

ないか。そうすると、河原先生おっしゃったように、地主を否定した中国農村

の初期土地制度改革の理念や公平な分配を旨とする社会主義の精神と矛盾する

ことが考えられます。そういうことのための歯止めの仕組みがあるのだろうか

ということです。 

 最後に、今の点に関連いたしまして、最近ニュースで習近平氏の「共同富裕」

という方針のもとで何か少し中国で揺り戻しが起こっているようですが、もし

そういう共同富裕的な精神が中国の政治の中によみがえってくると、この農地

の制度の改革というものもまたもとに戻るのではないかという気がしますが、

その点についてもお教えください。 

河原 大変的を突いたいい質問をありがとうございます。まず、最初の、請

負権から経営権を分離せざるを得なかった理由は何ですかという質問なのです

けれども、請負権というのは、実は中国の場合、先ほど来説明の中でも申し上

げましたけれども、農民集団の集団員としての権利だということなのですね。

単に請負させてもらっているというのではなくて、そもそも権利として持って

いるのだという考え方なのです。農民集団の集団員だから、農民集団の持って

いる土地を自分も利用できるのだという考え方なのですね。そういうことなの

で、その集団から請け負う権利というのは他人に譲渡はできない権利なのです。

例えば農民集団外の人に経営権を譲渡しようとしても、請負権までは譲渡でき

ません。この請負権というのは、農民集団の一員であることに由来するので、

譲渡するにしても同じ農民集団の中でしかできません。そこで、農民集団外の

人に土地を使わせるような場合には、請負権はそのままにしておいて、土地だ

けを使わせるようにするという仕組みがどうしても必要なのですね。そういう
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ことで、経営権を分離せざるを得なかったということです。これについては長

年、中国のほうでもかなり研究していたらしいのですけれども、なかなか結論

が出にくい問題だったようです。最終的に、経営権を分離する三権分置という

方向で落ちついたということですね。 

 確かに、この三権分置という考え方が分かりにくいという人も多いのですけ

れども、しかし、請け負う権利は集団員としての権利であって、そこに本質が

あるわけです。一方で、農業経営の権利というのは他の村の人にも使わせてい

いのだと、譲渡してもいいのだという考え方に基づいて整理したということで

す。そういうことで、請負権から経営権を分離せざるを得なかったというか、

もともと請負権と経営権合わせて請負経営権と言っていたわけですけれども、

それを以上のような理由であえて２つに分けたというのが実態だと御理解いた

だければいいと思います。 

 あと、スケールメリットが十分生かされないのではないかという問題、たと

えば、複数の企業体があれば、それが競争になって請負料を上げてしまって、

結局費用がかさんでスケールメリットが生かせない、または分散錯圃になって

いて、小さなものを幾ら集めてもなかなか効率化の役に立たないのではないか

という御質問ですけれども、それはまさにおっしゃるとおりで、そのとおりだ

としか言いようがないですね。 

 要するに、２つか３つの効率的な経営体があって、その経営体がその地域で

もって土地を集めているということであれば、土地を貸し出す農家に対してい

い金額を提供せざるを得ません。そうすると賃借料が上がってしまうというこ

とは、これは日本も中国も一緒であって、まさに御質問のとおりだと思うので

すが、ただ、中国で違うのは、実はそういう問題は余り起こっていないように

思うということです。 

 というのは、中国では村幹部の力が強くて、そういう問題が起こらないよう

に、あらかじめ育成すべき家庭農場とか合作社とかが決められていて、そこへ

みんな集中させるように村幹部から強い指導がなされるということが多いのだ

ろうと思うのですね。だから、家庭農場２つが互いに競い合って一つの経営権

を取り合うということは、私は実際的にはそんなに起こっていないのではない

かと思っています。中国の場合、日本とはそこは違っていて、村幹部の力が非
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常に強いということですね。村幹部というのは村民委員会の主任とか、村の共

産党支部の書記とか、そういう人たちが村幹部なのですけれども、そういう人

たちの力が非常に強くて、そういう人たちが実質的にはいろんな指導なり誘導

なりをやっているということだろうと思います。そういった人たちの指導で

もって、郷鎮企業ならある郷鎮企業のところに農地が集められることもあると

考えています。 

 そういうことで、御質問の趣旨はそのとおりなのですが、ただ、実態として

違う面も出てきているのかなと思っています。 

 それからもう一つ、最後の質問ですけれども、企業的経営とか竜頭企業なん

かが土地を集めれば、地主制のようなときに戻ってしまうのではないかと。そ

れから、習近平の「共同富裕」ということで、それが農村まで及べば、農村も

また昔のような社会主義に戻ってしまうのではないかというような御質問です

けれども、企業的経営または竜頭企業が土地を集める方式は、今はかつてと違っ

ていて、土地出資ないしは土地経営権を集めるという方式しかないわけです。

農家は土地を出資して土地の持ち分を持つか、それとも土地経営権を提供して

賃借料を取るとか、そのような形で行われるので、かつての地主制の復活とは

ちょっと違う概念だろうと思いますね。 

 すなわち、それぞれの農家が出資して、出資の持ち分に応じて自分たちが利

益を得るわけですから、かつての地主のように、土地を集めてしまって独占し

ているという、そんな感じではどうもありません。その辺のイメージが、今の

竜頭企業とか、中国の合作社の運営とかとちょっと違うのではないかなと思っ

ています。 

 それから、習近平の「共同富裕」のもと、また時代は逆戻りするのではない

かという懸念ですが、それも考えられないわけではないのですけれども、しか

し、もしそれを今の農村でやれば、農村経済は壊滅的な打撃を受けて、ちょっ

と農村はもたないだろうなと思いますね。やはり既得権益化してはいるのです

けれども、今の請負体制を維持するのが今現在の中国農村の一番のベストの対

応法ではないかなと思っています。もし習近平が共同富裕ということで、昔の

ように合作化に戻すとか、改めて農地を再配分するとか、そんなことをやり出

せば、もう大混乱で、恐らく生産量はがた落ちになって、中国は壊滅的な打撃
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を受ける、そのように思います。ただ、習近平がどう思っているかはもちろん

私もよく分かりませんので、そういうことがないとは言い切れないのですけれ

ども、恐らくは非現実的だろうという感じは持っています。 

 

(2) 長 友昭氏の質問 

長 （チャットで質問を頂き、坪田が代わって読み上げる方法で質問。なお、

同氏は拓殖大学教授） 

貴重な御講演、ありがとうございました。大変勉強になりました。御講演の

物権化について質問があります。河原先生は土地経営権を物権と評価されてお

りますが、その根拠、メルクマールは何でしょうか。例えば2020年の民法典で

は、用益物権の項目としては土地請負経営権のみを掲げており、経営権はあり

ません。また、民法典341条や農村土地請負法41条によれば、５年未満の短期の

経営権は登記もできず、第三者対抗要件もないため、請負人から同一の経営権

が二重譲渡されるおそれもあります。その意味で、私は、経営権は農地利用権

を契約に基づいて移転する債権的性格が強いもので、登記がなされるような長

期のものには物権的な保護を与えるものと理解しますが、いかがでしょうか。 

河原 まさにこれは御質問のとおりですけれども、2002年の土地請負法の制

定のときにも、物権とするか債権とするかというのは議論があったのですね。

それで、結局、2002年の農村土地請負法の制定のときにも、土地請負権は物権

とするという、これは政策的にそういう判断があって、結局その判断に基づい

て物権法なんかにも記載されたという経緯があるわけですね。そういうことで、

今回の経営権については、実はここに書いてあるとおりなのですが、５年以上

のものは登記できるとなっているのですね。５年以上のものについては物権と

して扱えるのだということでいいのではないかと思います。要するに、それで

担保物権の対象にできるというのは、これはまさにモノだからですね。物権だ

からできるのであって、債権は担保権の対象に絶対なり得ないですよね。そん

なことで、私は、ここでの今の説明では経営権は物権だということで説明させ

ていただいたのですが、ただ、実際の民法の規定は長さんが言われたとおりだ

と思いますね。ただ、５年以上のものは登記もできますし、債権でなくて物権

として現実に扱われており、また、担保権の対象にもし得るということなので、
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これは物権だと。現在の土地請負経営権の中にもう一つ物権があると考えてい

いのだという理解でお話をさせていただきました。 

 

(3) 董 琪氏の質問 

董（同様にチャットで寄せられた質問を坪田が読み上げ。同氏は環日本海経

済研究所調査研究部所属） 

御講演、大変ありがとうございます。ＥＲＩＮＡの董と申します。一つの質

問がございます。中国の農業部門におけるその土地請負料は地租でしょうか。

または税金として理解することもできますか。農地使用費用については、譲渡

や賃貸でない場合、御説明いただけませんでしょうか。どうぞよろしくお願い

いたします。 

河原 これは地域によって実はまちまちで、余り統一的なお答えというのは

難しいのですけれども、もともと土地請負料というのは、農家が土地を請け負っ

て、その対価として義務的なものを何か果たすという、いろんな方法があった

のですね。ただ、義務労働として対価を、要するに返すとか。もちろん金銭で

返してもいいし、労働で返してもいいし、また別のもので返してもいいしと、

土地を請け負う場合にはいろんな方法で集団に対して義務を履行するというこ

とが行われていたわけですね。それが一応土地請負料というような理解なので

すが、それは地租というわけではないですね。要するに、集団のものを請け負っ

て、集団に対してその義務を負っているので、その義務の履行だと考えてもら

うのが一番いいと思います。 

 だから、税金と言い切るのも難しいのですね。税金として取っているところ

もあります。税金として取っている集団はあるのですけれども、ただ、要する

に農民集団とその集団員の関係だと理解していただくのが一番いいと思います。

集団員として土地を受けることによって集団に義務を負って、その義務を履行

するというのが、ある意味では請負料の支払いだということですね。そのよう

な理解になっているとお考えいただいたほうがいいと思います。 

 

(4) 八木宏典氏の質問   

八木 日本農業研究所の八木と申します。歴史的な経緯も含めて簡潔にご説
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明いただきまして、大変勉強になりました。有り難うございました。 

最近の話ですけれども、四川省成都市の近郊辺りで「国家現代農業モデル地

区」というプロジェクトが走っていて、その中で「土地株式合作社」という、

農民専業合作社の一つのタイプだと思うのですけれども、そうした合作社づく

りが進んでおり、今では200社を超えているということです。これは行政村単位

で農民の農業経営請負権を出資してもらって株式化する。そして、その土地を

専業の農業者やプロの農業経営希望者に経営させ、その収益は「配当金」とい

う形で農民に分配するというものです。農地の集団所有そのものはそのままに

しながら、一つの大きなエリアで大きな経営体を設立していく。これが「農業

共営制」というモデルケースだと言われております。そのような農地の株式化

という形態も出てきていて、先ほど坪田さんのお話もありましたけれども、も

ともとの農地そのものは動かないわけですので、そこで一つのまとまりを形成

しながら、いろいろなタイプの経営を新たにつくり出していくというのは、あ

る意味では双層経営の理念にもかなっているのかなあとは思います。 

その一方で、そのように進んで行きますと、土地の所有は個人であろうと国

であろうと、あるいは集団であろうと、とにかく土地の所有と経営という２つ

の階層に分かれるということになれば、これは別に社会主義だけではなくて、

資本主義、借地型農業と言われているものでもあるわけですね。日本の会社形

態の集落営農法人なども近い形態ですよね。そうするとそれらの分け方が難し

くなってきて、河原さんがおっしゃったように、社会主義的土地所有なのかど

うかということがさらに見分けにくくなって来ているのではないでしょうか。

むしろ、そういう区分そのものが余り意味をなさなくなってくる可能性もある

のではないかという感じもしますが。 

 そういうふうに考えると、中国の純粋な社会主義体制というのは人民公社が

解体されたときに終わったという、あえて極端な質問になって恐縮ですが、要

するに集団所有、集団労働、そして集団分配というような社会主義の体制は既

にほぼあの時点から変質して空洞化しているとは言えないのでしょうか。その

辺りについて教えていただければ幸いです。 

河原 ありがとうございます。おっしゃるとおりで、人民公社のときまでは、

統一経営、統一計算というのが実施されていて、社会主義的な農業経営がなさ
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れたわけですけれども、農業生産の請負制が普及して、次に、個別経営になっ

て、個々の農家がそれぞれ自分の権利を持つようになりました。自分の労働に

ついても自分の采配で使うことができるようになったということで、まさにも

う、社会主義的というよりも資本主義的要素が非常に強い、そういう方式に移

行したのだと考えていいのだろうと思います。 

 ただ、そうは言いながらも、土地が農民集団有ということになっているので、

それとの関係がまだ切れていません。それだけは問題なのですね。そして、今

おっしゃった土地株式合作会社、土地股分合作社ですけれども、これはそれぞ

れが、先ほどおっしゃったように、持ち分を持っていて、持ち分に応じて生産

量から配当を受けるという仕組みなのですが、いずれにしても、配当を受ける

のは集団の成員なのですね。あくまでその土地の利用については集団成員が利

益を受けるという、その性格は変えていないので、完璧に社会主義という要素

がなくなってしまったかというと、ちょっとそうでもないところも残っていま

す。今は中途半端なところにあって、資本主義的に進めるのか、または社会主

義のほうに戻すのか、そういういろんなところで中国は矛盾に直面していると

ころがあると今は考えています。ありがとうございました。 

 

(5) 吉村 馨氏の質問 

吉村 JA共済総合研究所の吉村です。河原さん、今日はどうもありがとうご

ざいました。私の質問は、中国の農業水利制度の概要と、それから、特に土地

の流動化、経営規模の拡大が進む中で、農業水利に関する制度とか運用、ある

いは水利施設の管理の仕方、これについて変化が生じているのかどうか。今日

の講演と直接関連していないかもしれないのですけれども、お伺いしたいと思

います。御案内のとおり、日本で農地の集積ですとか規模拡大し、担い手が限

られていく中で、水利施設の管理をどうしていくのかというのが多くの地域で

課題になってきています。同様の問題が中国で生じているかどうかということ

を伺いたいと思いました。よろしくお願いいたします。 

河原 どうもありがとうございます。農業用水の問題ですけれども、農業用

水については、中国は基本的には全体として不足しているということがありま

す。日本と違って、かんがいなんかでも節水かんがいということで独特のシス

－ 120 －



テムを今とっています。北京なんかでも、日本の技術協力もかなりあるのです

けれども、かんがい施設の整備を進めていますが、今はまだ整備中という段階

だろうと思います。そして、かんがい設備については個々の農家ではなくて、

やはり村とかそういったところが公的に進めているというようなことだろうと

思います。 

 そういう意味で、土地流動化と経営規模拡大と、それと農業用水の関係とい

うのは、私はこの辺は余り詳しくは分からないのですけれども、直接には関係

していないのかなあと思いますね。今、吉村さんから頂いたチャットを見てい

るのですが、「手続に当たって農民集団、または農家の意向は反映されるか」と。

どうなのでしょうね。「奪う利益に対しては保障が行われますか」。私もこの辺

は実は分からないところがいろいろとあるのですが、いずれにしても、農業水

利、これは農業水利を所管するところがあって、場所によっては水税を取った

りしています。要するに、農業用水を整備して、農地に水を供給するかわりに

水費ということで水の費用を取ったりしているところもあります。それから、

先ほど申し上げたように、北京近郊だと節水かんがいということで、国なり地

方政府がかんがい施設を整備しているところもあります。吉村さんがせっかく

質問されたのですけれども、十分に答えられなくて申し訳ありません。 

 

(6) 堀越孝良氏の質問 

堀越 御説明ありがとうございました。報告から少しはずれるのですけれど

も、資料によりますと、耕地は農民集団所有で、それ以外の土地については国

有だということです。耕地を宅地とか工場用地などに転用する場合には農民集

団の利用から国有に転換するということになるわけですが、当然のことながら、

農民集団、あるいは農家の耕作などを行う利益は奪われてしまうわけです。手

続に当たっては、農民集団、あるいは農家の意向が反映されるのかどうか、ま

た、働く場所がなくなることに対して補償は行われるのでしょうか。報告から

外れてしまいますけれども、お分かりの範囲で結構でございますので、御説明

いただければと思います。 

河原 農民集団有の土地を国有地に直すということですけれども、これは土

地管理法に全部、規定があることはあるのですね。それで、農業用地ですから
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農業収入があるわけで、その農業収入を基準にして買い上げる土地の価格を決

めると、そのようにされていますね。要するに、農民集団の土地を例えば工場

用地にするとか国の工業団地の用地にするとか、それから高速道路の用地にす

るとか、あとは都市の住宅地にするとか、いろんなことがあるのですけれども、

いずれにしても、土地の転用というのは、農民集団有のものを国有に直すしか

中国には方法はないのです。それしかないのですけれども、それは全部土地管

理法に規定があって、土地管理法のほうでは、その土地で得られている農業収

入を基準にして計算するということになっています。 

 それで、そういった手続において、この土地は農業生産にとって重要だから

転用は嫌だと農民集団は言えるかどうかという話もあるのですが、それは言え

ません。要するに、農民集団は、国有化するに当たっては国の意向に従わなけ

ればならないという規定があって、結局は国の言うとおりになるということで

すね。そういう意味では、農民集団の権限というのは非常に制約されている面

があるということです。したがって、的確に農民集団の意見がそういった土地

の開発に反映されるかどうかというと、これは決してそうではないということ

です。そもそもそのように土地管理法に規定されてしまっているのです。そん

な状況であります。 

 

(7) 景山 隆氏の質問 

景山 全国農業会議所の景山です。集団から請負権というものを構成員が請

け負っていて、その請負権から経営権を分離して経営をしていくと、どうもそ

ういう流れかなと伺ったのです。それで、その経営権をさらに譲渡できるかと、

そこが問題だという話とも伺いました。さはさりながら、集団による所有と、

そこから経営の分離ということが進んでいるとすれば、法人の所有と経営の分

離、株主と経営者の分離ということとちょっと似ているかなと思ったものです

から、そういう意味では、社会主義から資本主義へという流れがある程度酌み

取れるかなというのが私の勝手な感想なのですが、その辺り、どのようにお考

えになるのでしょうか。よろしくお願いします。 

河原 要するに社会主義のほうから資本主義の方向へ向かってどんどん進

んでいくと、社会主義制度から見たらそれに乖離していっているという、そう
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いう方向として捉えることが適当ではないかと私も思っています。というのは、

経営権は既得権益化しているわけですね。ある土地についてもう使用が既得権

益化していて、農家の実際の所有に近いようなものになってきているわけです。

その農家の実際の所有に近いようなものがどんどん他の地区の農家に利用され

るようになってきているのですが、社会主義というのはもともと自分の土地は

自分たちで利用するというのが社会主義の原則ですから、それからはどんどん

乖離していっているということですね。また、そういった方向性というのはな

かなか戻すのは難しいのではないかなと。今現在、中国の政策が社会主義から

乖離する方向に向かって進んでいるように見受けられるとのことですが、私に

もそのように思えます。 

景山 そのように所有と経営の分離が進んでいくと、そもそもの中国の政治

体制のもともとの理念というか、特徴というのが失われていって、いずれそれ

が崩れていくと、それが政治体制にフィードバックしていくのかなという気が

するのです。その場合に、今の中国の体制というのはどのように進んでいきそ

うかなあという、非常に漠然とした質問で申し訳ないのですけれども、感想な

りをいただけるとありがたいです。 

河原 要するに土地私有を認めるかどうかという話と、一方では、またもと

の社会主義に戻るのかという、両極端な話があると思うのです。今おっしゃっ

たのは、要するに土地私有化が進んで社会主義をやめれば、それが農村にどん

な影響を与えるのかという、一つはそんなことだろうと思うのです。この場合

は、土地私有化が進んでも、今の農地の分配状況が大きく変わらなければそれ

ほど大混乱にはならない可能性はありますね。 

 ただ、今の習近平政権では絶対そんなことはなく、社会主義のほうに戻そう

というような動きがちょっと見えています。恐らくは土地私有化のほうには進

まなくて、場合によると社会主義化のほうに戻す。要するにもう一回土地を再

配分するとか、または農民集団の権限を強めるとかいうことですね。そのよう

な話の方向にいく可能性のほうが高いのかなという気がします。 

 今おっしゃったように、確かに私有化のほうに進んでいって、それで農村は

大変革を受けて、大きく変わっていくということも考えられないわけではない

のですけれども、そういった場合にはもう中国全体の仕組みがおかしくなって
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きていて全体として資本主義化に向かっているという状況だと思います。そう

でないと農村だけでそんな動きは起こらないと思うのですけれども。それはそ

れでまた大変な問題だと思いますが。ただ、今の状況ではそんなふうにはいか

なくて、逆の方向、すなわち農民集団の力を強めて、もっと農家を監視すると

か、そちらの方向にだんだんと戻っていく。そちらのほうが今の状況としては

強いのかなあと思います。 

 ただ、その場合でも、生産額は落ちて、農業経営には重大な打撃を与えるこ

とになるだろうなと思いますね。今のようには、これまでのようには農業生産

量が増加しなくて、どんどん中国の農業生産量が縮小するようになり、現在で

もかなり輸入するようになっていますけれども、海外からの輸入がさらに増え

ていくという、そのような方向に向かっていくのではないかなあと。そちらの

可能性のほうが私は高いのかなという感じを持っています。 

 

(8) 長友謙治氏の質問 

長友 農林水産省農林水産政策研究所の長友です。私は河原さんたちと一緒

に、ロシア、中国、ベトナムの農地制度の研究書を共同で作成しています。１

点質問したいと思います。今後の中国農村の担い手として竜頭企業というのが

あるかと思います。竜頭企業というのは基本的に外部から、食品加工企業とか

を持ってきて、そこがある種リーダーになって地域の農業を担っているという

感じかと思うのですけれども、この竜頭企業の候補なのですが、これは例えば

都市から来るのか、それとも元で育成しているのか、その辺り、実態はどうな

のでしょうか。 

河原 竜頭企業は、基本的には郷鎮企業が多いのだと思います。都市のほう

から特に必要があって農村まで進出してくるということもないわけではないか

もしれませんけれども、それは少なくて、基本は、その地域の中である企業が

育てられて、それが郷鎮企業、竜頭企業になっていくというケースが多いのだ

ろうなと見ています。 

 いずれにしても、先ほど来言っている村幹部、農村幹部との関係なんかを十

分築きながら、その地域をリードするために設けられた企業というのが竜頭企

業だということですね。それで経営権なりを集めて大規模な農場経営をやると。
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場合によると、合作社を通じて委託生産をやってもらうという、そういった役

割を果たしているのが竜頭企業です。質問への回答をするとすれば、基本的に

は地元から育てられている郷鎮企業が竜頭企業になっているケースが多いと考

えています。 

長友 ありがとうございます。ロシアの場合、実はアグロフォールディング

という似たようなのがありまして、これはむしろ大都市部の食品企業などがコ

ルホーズなんかを承継した農業企業を組織化しているわけですけれども、それ

よりは地元に近いということのようですね。 

 

(9) 矢坂雅充氏の質問 

矢坂 日本農業研究所の研究員の矢坂です。 

 この分野は余り詳しくはありませんので見当違いの質問になるかもしれませ

んが、３点ほど質問させてください。 

 １つは、請負権は所有権を持つ集団と結びつけられ、集団の成員が属人的に

享受する権利であると理解しました。一方、経営権は譲渡可能で、譲渡を通じ

て一定の市場のようなものが形成されるように思われます。経営権の取引市場

のようなものの状況についてお伺いしたいというのが１点目です。 

 ２点目は、農地の利用調整についてです。以前、日本にネギや加工したカボ

チャなどを輸出している竜頭企業を訪問したことがありますが、非常に広大な

農地を多くの出稼ぎの人たちを雇用して耕作していました。農地はほぼ団地化

されていたと記憶しています。分散錯圃の状態にあった農地を村の幹部が調整

すると説明されていましたが、行政指導と経営権にともなう賃借料、地代のよ

うなものは現場ではどのように調整されたり、活用されたりしているのでしょ

うか。 

 ３点目は、経営権の物権化による融資担保の可能性についてです。農村では

資金を借りることが難しく、高利貸から融資を受けると多額の利子を払わなけ

ればならず、農業経営における資金融資は長い間問題になっていると理解して

います。経営権が物権化することで、それを担保として資金を融通してもらう

ということがどれぐらい実現しているのか。それはどういう成果をもたらして

いるかということについて教えていただきたいと思います。 
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たとえば、中国の酪農経営は外資企業が経営する牧場や乳業メーカーの直営

牧場にみられるような巨大酪農経営、投資家が建設した酪農施設の分譲団地で

営まれる酪農経営団地、零細な個別酪農経営が搾乳施設を核にして集まってい

る合作社のような酪農経営グループといった経営類型がありました。最近は家

庭経営といわれる個別経営として発展拡大してきた酪農経営もあると聞いてい

ます。中小規模の酪農経営は農地の経営権を物権化して融資を受けて経営を発

展させつつあるのかもしれません。酪農に限らず、経営権の物権化によって、

それを担保として融資を受けることができるようになると、中国の農業経営の

展開もかなり変わってくるように思います。経営権と融資の関係について伺い

たいと思います。 

河原 最初の、経営権の相場なんかはどのような状況になっているのかとい

うお話ですが、実は、経営権、私もいろいろと探したのですけれども、どうも

はっきりしない面があるのですね。それで、経営権は経営権の譲渡という形で

行われている場合と、譲渡でなくて、経営権を移転してはいるのだけれども、

賃借料のように毎年幾らかずつもらっているという、その両方の形態がどうも

あるのではないかなと思っています。それで、どれぐらいの相場になっている

のかということなのですけれども、これは幾ら探しても私のほうでは見つけら

れなくて、ちょっとはっきりした相場が分からないという、そんな感じです。 

 ただ、そういった経営権のやり取りの市場はできているので、その市場であ

る程度の運営はなされているはずですけれども、ただ、恐らく地域によってか

なりまちまちだろうと思うのですよね。それで、統一的なものが出てこないと

思うのですけれども、いずれにしても、それほど今は大規模にやられているわ

けではないのかなという感じがします。経営権の市場ということを政府はう

たってはいるのですけれども、まだ始まったばかりで、十分な相場の形成とか

そんなものはアナウンスもされていないし、ちょっと分からないところも多い

という状況です。 

 それから、行政指導なんかでどのような形になっているのかということです

けれども、中国の場合、農村では大体、育てるべき郷鎮企業とか竜頭企業にす

るべきものとか、合作社とか、そういうのをちゃんと決めてしまう場合が多い

と思うのですね。あらかじめ計画的にそちらのほうに農地を集めていくという
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ようになっていて、その場合に、大体相場があって、その地域の相場がつくら

れて、それを村幹部が指導して、農地を、経営権を集めていっているという、

そんな感じではないかなと思います。 

 あと、物権化して、担保に取って融資をするということでどれだけの効果が

あるのかということですけれども、これもまだ試験実施のものしか分からない

ですね。試験実施したところでは、試験実施の土地流動化への効果が６％以上

上がったとか、いろんな面で効果があったというような報告がなされています。

そういったいろんなところで試験実施をやって報告が上がって、それを全人代

の常務委員会のほうで了承して、それで法を修正して物権化ということで進め

ることになったということです。 

 そういったことで、まだ試験実施の段階、それがようやく終わって、ようや

く制度も改正されて、今運営され始めた段階という状況ですが、私は、この担

保物件化というのは余りうまくいくとは思えないのですけれども。ただ、これ

までの試験実施の段階では、６％とか、そのような話ですけれども、そのよう

な効果があったと聞いてはいます。 

 

(10) 石原 邦氏の質問 

石原 中国では、現在、農地流動化等を進めて農業の生産性向上に努めてい

るとのことですが、その関係で、稲作面で生産性向上に資するような技術的な

変化は起こっているのでしょうか。もしお聞きになったことがあればその範囲

で結構なので教えていただきたい。 

河原 私は技術的なことはよくわからないのですが聞いている範囲で申し

上げれば、中国の稲作に関する技術開発で最も重視されているのが、生産量の

増加です。品質の向上も無視されているわけではありませんが、特にインディ

カ米では生産量増加に重点が置かれています。このためインディカ米では 20 年

ぐらい前からハイブリッド品種の導入が進められ、今ではインディカ米のほと

んどがハイブリッド品種です。現在でも多収量のハイブリッド品種の育成が積

極的に進められており、栽培技術の進展と相まって１ムー（15 分の１ha）当た

り 1,000㎏を超える生産量が実現されていると聞いています。 

――了―― 
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