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第1章 論文の課題と構成 

 

 

第1節 問題の背景 

 

農地は農業の基盤として農業を支える役割がある一方で、都市開発予備地としての役割もあ

る。このことが災いして、しばしば農業･工業･商業･住宅などの間に土地利用の競合が起こり、

農地市場の混乱を招くことがある。特に中国では、70 年代末から始まった生産請負制の実施以

来、中国の農地市場は市場原理だけでなく、国家の農地法制の規制とその改正により大きく変

動してきたといえる。 

農地市場は、農業利用の農地「流動化市場」と、農外利用の農地「転用市場」からなる。と

ころが中国では、農地法制と法執行の不十分さにより、農地市場にはグレーゾーンとなる第三

の農地「ヤミ市場」が存在する。この農地法制の不十分さによってもたらされたヤミ市場は、

違法な流動化や無秩序な転用といった深刻な問題を引き起こしている。その結果中国の耕地総

面積は、1996 年～2010 年までの 15 年間で、1.3 億 ha から 1.217 億 ha へと減少した。つまり、

合計で 830 万 ha、年間で平均約 55.3 万 ha もの農地が消失しているのである 1。生産請負制実施

以来の 30 数年の間で、農地の流動化市場、転用市場、そしてそのヤミ市場の実態はいかなるも

のであったのか。いかなるメカニズムで流動化、転用、ヤミ市場が動かされてきたのか。いか

なる非効率がもたらされ、それをいかに解決すべきなのか。農地法制の流れを把握した上で、

これらの農村土地問題の時代的変遷をつかむことが肝要であろう。 

まずさかのぼって、流動化市場における農地の動向を、おおまかにとらえてみよう。生産請

負制実施以降、とりわけ 1980 年半ば以降は、急速な高度経済成長に伴い、農業の担い手である

農村労働力の都市への大規模な移動が発生した。その結果、農地の荒廃が問題となってきた。

当時、政府は法制面で農地流動化を全面的に禁止していたが、現実は農地の荒廃を防ぐため、

「代耕 2」という農家間に限る個人レベルの流動化を認めた。さらに、政府は 90 年頃から、農
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家間に限らず農外も含んだ自由な流動化を認めるようになった。しかし、当時の流動化は、農

地法制が不十分なために無秩序な状況におかれ、ヤミ市場での違法な貸借が続出した。この状

況を受けて政府は 2000 年以降、農地法制の改正によって、違法な農地流動化を規制するように

なった。さらに経済発展に伴う農業構造問題に対応するため、規模の経済を求める流動化をむ

しろ推し進めるようになり、特に合作社の設立を契機とする流動化を推進するようになった。

この合作社にからんだ流動化は本論文で広義の流動化として取り扱うことにした。なぜならば、

それは、現地聞き取り調査の中で、農地流動化が、農民専業合作社による直営農場の設立だけ

でなく、農民専業合作社の設立を契機として、社員農家全体が統一的に土地利用を行うことと、

広義にとらえられることがわかった。農民専業合作社への農地を持ったままでの社員農家の参

加も、生産基地建設として、広義の流動化として、とらえられていた。 

次に、転用市場における農地の動向を、おおまかにとらえてみよう。中国の高度経済成長は、

膨大な量の農地の転用を必要としてきた。生産請負制の開始時から 90 年半ばにかけて、都市

化・工業化を推進するため、沿海地域の都市近郊においては、農村部まで農地転用が広がって

いった。しかし 90 年代半ば以降、地方政府や民間開発業者は、土地の囲い込みや土地ころがし

のための投機的な転用を絶えまなく行うようになってしまった。多くの優良農地は瞬く間に建

設用地へと転用され、ヤミ市場が成立し、無秩序な農地転用が深刻な問題となっていった。そ

こで、無秩序な農地転用を制御するため、2000 年頭頃から転用規制の厳格化が図られるように

なった。 

この 30 数年間の転用に伴う規制厳格化の流れを見てみると、現在の中国はかつての日本の高

度経済成長期の状況と似ている。日本でもかつて、経済成長という成果を享受しながらも、都

市のスプロール的な開発により、農地転用が大量の優良農地を蚕食してしまった。それを、規

制の厳格化という方策で食い止めてきている。したがって、日本の歴史的経験を踏まえること

も、中国の無秩序な農地転用への規制厳格化を考えるうえで重要であることを付言しておきた

い。 

農地の問題は、流動化市場、転用市場、ヤミ市場の三つから構成される。生産請負制実施以

来の 30 数年間にわたり、これら三つの農地市場の動向は、農地法制の改正と大きく関わってき

ている。流動化市場、転用市場、ヤミ市場で取引された農地の割合は、それぞれの年代に応じ

て改正されてきた農地法制に大きく左右される(図 1.1 を参照)。80 年代の農地法制は、流動化

を禁止する一方で、転用を推進したため、農地市場で取引された農地はほぼ転用であった。90

年以降、農地法制は流動化を推進するように改正されたため、流動化市場で取引される農地の
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割合は増え続けた。他方転用市場

では、90 年代に無秩序な農地転用

が深刻な問題となったため、2000

年以降の農地法制は、転用に対し

て厳しい規制を設けることになっ

た。この規制厳格化の下で、転用

市場で取引された農地の割合は激

減する。その代わりに、90 年代後

半から農地のヤミ市場で取引され

た農地の割合は激増した。しかし

転用市場では規制が厳格化されたが、実は裏転用や違法転用といった形で、流動化市場とヤミ

市場の中で農地が秘密裏に転用されてしまう事態を引き起こしてしまった。裏転用とは、流動

化市場で取得した農地を無断で建設地に転用してしまうことである。このように流動化市場、

ヤミ市場は連動しており、相互の関連を念頭においた視点で、農村の土地問題を考えていかな

ければならない。 

本論文では、生産請負制実施以降の高度経済成長の中での、土地問題の時期的変遷を農地法

制を基準に整理したうえで、法制によって区分された時代ごとに、農地流動化と農地転用に関

連した問題点と解決策を探ることを課題とする。すなわち、流動化、転用に関連して、各時期

ごとに生じた農地問題を、時代区分にしたがって分類し、分析する。分析の対象として、内陸

であっても農地流動化がかなり進展してきた湖南省と、沿海部で大量の農地転用が引き起こさ

れた深圳市を取り上げることにする。 

 

第2節 農村土地問題に関する先行研究 

 

 本論文の学問的意義を明らかにするために、農地流動化と転用に関する先行研究を展望し、

それぞれの成果と限界を明らかにしたい。この領域に関しては、日本での高度経済成長期以降

を対象として、研究が盛んに行われている。まず、日本の先行研究を踏まえたうえで、中国の

農村の土地問題に関する研究を検討することにする。そのうえで、本論文の貢献を明らかにし

たい。 

 

  1978年 1978年 
流動化の禁止 転用の合法

 1988年 1988年 
流動化の解禁 転用の推進

 2003年 2003年
流動化の推進 転用の厳格

図1.1　農地法制と農地市場のイメージズ図

注：横軸は農地市場の割合を表す.

    イメージ図なので、農地市場の変動の傾向だけを表している.

流動化市場

転用市場

ヤミ市場
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(1) 農地流動化に関する先行研究 

 

 日本の農地問題研究を概観すれば、1975 年以降、農地賃貸借形成メカニズム、小作料の地代

論的意味、賃貸借の歴史的性格といった、農地賃貸借の構造論的な研究が、農地問題研究の最

も重要な分野となった(中安・荏開津[1996])。その中でも、梶井(1973、1978)、加古(1984)、稲

本(1987)、田畑(1989)、速水(2002)による階層間生産力格差説が、農地流動化研究の主流である。

すなわち、農地流動化が進む経済的要因としては、まず借り手の生産による剰余が地代部分を

上回る需給条件が整うことであり、これは「規模の経済」により実現する。ただし日本では、

農地流動化がなかなか進まなかった現実がある。高橋(2010)によると、経済的要因が整ってい

ても、取引費用を規定する社会的要因がネックになれば流動化は進まないことになる。また、

石井・河相(1991)は、農地流動化が進まなかった原因として、地価騰貴の影響による農地の資

産保有化、農業収益性の低下、耕作放棄や兼業深化による農地賃貸借の停滞を挙げている。 

中国の農村地域では 1978 年から「家族請負経営責任制」の導入により、農地所有権と農地請

負経営権(利用権)という農村土地の二権分離の構造が形成された(李[7])。しかし、この請負経営

権は集団組織による割替えを行うため、実際は不安定な権利であった(伊藤ら[2014])。また、農

地を平等に集団組織内部の農家に配分した結果、非効率な零細分散錯圃の農地問題が顕著にな

った。さらに、最も問題となったのは、農村集団所有の権利主体の曖昧さが高い取引費用をも

たらしたため、農地市場の成立が難しい状況に陥ってしまったことである(韓[2009])。このよう

な背景のもと、2014 年の中央政府の「中央一号文書」では、農地の請負経営権を請負権と経営

権に分け、経営権に抵当権を認めることとなった。これにより、従来の所有権、請負経営権と

いう二権分離から、所有権、請負権、経営権という三権分離に改められた。この請負経営権の

さらなる分離により、集団所有権制度の弊害は大きく改善され、農地流動化が可能となった。

中国の農地流動化に関する先行研究としては、流動化法制に関する研究が数多く見られる(河原

[2005]、符[2006]、小田[2002])。趙・張(2012)は、異なる時期の農地流動化に関する農地法制の

効果を計量の手法により評価した。陳(2011)は、農地流動化の進捗、政策の調整、政府の行動、

及び農家の意思決定から農地流動化法制の効果を検討した。また、農地流動化市場に関する研

究も見られる。寳劔(2012)は、中国の農地流動化市場の形成とその課題を浙江省の事例を用い

て論じている。また Kung(2002)、Song(2005)は、農地流動化市場の発展に影響を及ぼす要因を

分析した。さらに、今までの流動化の決定要因は、労働市場に強く関係している研究も多くな

されてきた。例えば、農外に従事する労働力が多い家庭ほど、農地を貸出す傾向にある(詹・張
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[2009])。また、県外への出稼ぎが多い家庭ほど、農地を貸出す意欲が強い(林ら[2010])。しかし、

近年、農村労働力の農外就職は必ず農地流動化を促すようになるとはいえないという研究も出

ている(江・蘇[2012]、孫ら[2012])。一方で、農地貸借の意思決定、流動化の阻害要因などにつ

いての研究も見られる。陳ら(2008)は、Logit 分析により家族属性、家族経済状況と、資源賦存

が農地の貸借意思決定に与える影響を計測した。Hanan et al. (2002)、李(2004)は、農地財産権の

明確性と安定性、請負地の零細分散錯圃制が、農地流動化を阻害する要因であることを検証し

た。流動化が抱える問題に関する研究もある。王(2011)、宣(2012)は、農地流動化が農業発展を

促進する一方で、①「非食糧化」の傾向であること、②「非農業化」の傾向であること、③権

益を巡るトラブルが起こること、④流動化に関わる管理とサービス体系の整備が遅れているこ

と、といった問題を引き起こしていることを指摘した。 

 中国の農地流動化の研究は主に、農地法制の変遷、流動化市場の不完全性、農地貸借の意思

決定、流動化の促進する要因と阻害要因、流動化の引き起こす問題を論じてきた。これらの研

究はいわば、農地流動化を横断的に、トピックス的に検討してきたといえる。本論文はそれら

の研究を踏まえた上で、生産請負制の実施から現在に至るまでの 30 数年間の、農地流動化の動

向を時系列的、体系的にとらえ、それぞれの段階で問題とされた点を分析するものである。特

に、農民専業合作社の設立を契機とする、広義の流動化も含めて何が問題なのかを検討した。 

 

(2) 農地転用に関する先行研究 

 

次に、農地転用の研究を展望したい。日本の農地転用は、スプロール開発でみられるような

無秩序さが見られたことも事実である。石井・河相(1991)によると、無秩序な農地転用が現れ

たのは、資本と人口が集中した、三大工業地帯･三大都市圏を中心とした地域であった。1968

年まで、ほとんど転用への法規制がないまま、民間業者の凄まじい開発ラッシュによる農地転

用が行われ、異常な地価高騰を引き起こしてしまったことが中野・溝手(1981)に指摘されてい

る。その結果、農地転用の増大は単に農地面積の減少を促進したばかりではなく、しばしば都

市近郊の優良農地を蚕食し、水田では埋立による住宅や工場敷地の造成が農業用排水系統の混

乱・破壊を招き、畑地では都市への蔬菜類をはじめとする生鮮農産物の供給地をつぎつぎと崩

壊させてきた。無秩序な都市開発及びスプロールの再発生を防止して、より計画的に国土を開

発するために、日本政府は 1968 年に新｢都計法｣を制定する。他方、こうした建設省が主導し

た開発法制に対抗するために、1969 年に｢農地法｣の改正と｢農振法｣が制定される。このような
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一連の土地関連法制による区域区分制(線引き制度)、地域地区制(用途地域)等の制限を打ち出し

た。用途地域制をはじめとする地域地区によって土地利用を面的に規制していくゾーニング制

度の創出は、まさに高橋(2001)の農地転用論で論じられた、「宅地化する農地」と「保全する農

地」の分化であったといえよう。すなわち、本来国土利用のあり方としては開発に供すべき地

域･土地と、開発から維持･保全されるべき地域･土地とが土地利用計画において明確に位置づけ

られ、それぞれが計画に定められた利用に供されるべく、多様な公的規制･誘導･助成措置が直

接的ないし間接的に講じられるべきものであることが高橋(2001)に提唱された。 

一方で、中国憲法の第 10 条は、「都市部の土地は、国家所有に属する。農村及び都市郊外区

域の土地は、法律により国家所有に属すると定めるものを除いて、集団所有に属する」と定め

ている。土地集団所有権、特に処分権は厳しく規制されており、集団所有の土地は収用による

国家所有以外は許されていない。すなわち、集団所有の農地転用は、一般的に国家徴用 (土地

収用)のことを指す。土地収用制度の最大の問題は、国家権力による強制的収用の色合いが強い

上に、補償額が低すぎることである(阮[2010]、肖ら[2008])。銭・曲(2004)、趙(2009)、汪・黄(2004)

は、地方政府が強制的に農地を収用してから、民間業者に高額で転用していくことが、地方政

府の大きな収入源になるため、過剰な土地収用を引き起こしてしまったと指摘した。そして、

曲ら(2004)は、土地市場における価格形成のメカニズムを分析し、不適正価格の設定が過剰な

土地収用を招いてしまったことを指摘した。呉・楊(2008)は、経済的要因より制度的要因のほ

うが、過剰な土地収用の主な要因であることを挙げた。 

他方、中国では土地収用を規制する法律は 1987 年に実施した「土地管理法」である。「土地

管理法」は農地転用の以外、土地利用計画、耕地保護という内容も含んでいる。しかし、「土地

管理法」を初めとした中国の土地法制は、日本の農地転用法制と比べてみると、ゾーニングの

概念が欠如している。すなわち、日本の法制のような農地の区域区分(線引き)制と地域地区制、

農地区分等の規制措置が講じられなかったため、土地利用計画において開発に供すべき農地と

維持･保全されるべき農地を明確に分けていない。また、同法の第 31 条は耕地を保護するため

に、実施した「占補平衡」という占用耕地の補償制度に関する条文である。原則としては占用

した分だけ開墾しなければならない。しかし、他の農用地が「占補平衡」の対象とならなかっ

たため、この政策の実施によって、かえって逆方向のインセンティブが生じている(張[2011])。

以上のような土地法制の不十分さにより、90 年代以降、中国の沿海地域から内陸まで広がった

工業化と都市化によって、大量の優良農地の転用が余儀なくされ、無計画・無秩序な転用問題

は顕著となった。 
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 中国の農地転用に関する研究は、いずれも土地収用に関わっている。しかし、村委員会や農

家個人により数多くの農地がヤミ転用市場で違法に転用されてしまった具体的な事例、実証は、

違法であるがゆえに、研究で具体的に取り上げられることはなかった。本論文ではこれまで取

り上げられなかった、違法な農地のヤミ転用市場も含め、農地転用の実態とその要因を具体的

な事例により検討していくことにする。 

 

第3節 本論文の課題と構成 

 

最後に、本論文の課題を述べながら、論文の構成を説明しておきたい。 

本論文では、生産請負制実施以降の高度経済成長の中での、農地法制の変遷を整理したうえ

で、農村土地問題の時代的変遷を把握し、各時期での問題点を取り上げ、それぞれの問題を経

済・経営学的に分析することを課題とする。そのために、現地調査を通じて収集した現地政府

の内部資料と統計データ、聞き取りデータ、アンケートデータを利用しながら、経済学的な手

法により、各時期における農地流動化と農地転用の問題点を明らかにし、関連法制の効果を検

1980年 1990年 2000年 2010年

1980年

1990年

2000年

2010年

図1.2　　本論文の構成

 中国における農地問題

1章　　　              　課題と方法

  7章          　      結論と政策提言

補章　  日本における無秩序な農地転用の抑制と法の効果

3章 中国農村での「代耕」による農地流動化の社会的要因

4章 中国における違法な農地流動化の実態と要因ならびにその防止対策

5章 中国農村での垂直的組織化と農地への投資行動
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討することを課題とする。そして、これらの分析結果、検討結果を用いて、日本の農地法制の

効果を検討した上で、中国の農地法制の改正への提言をすることにする。以下、本論文の構成

を、図 1.2 に依拠しつつ説明することにする。 

 第 2 章では、生産請負制実施まで遡り農地法制の流れを確認しながら、これまでの農村の土

地問題の展開を検討する。そのため、1978 年以降に実施してきた法律、制度、政策、関連文献

を丹念に検討し、農村の土地問題に関わる法制の変遷をつかむことにする。まず、中国政府が

独自に築き上げてきた、農村の土地の集団所有による財産権の形成と問題点について説明する。

そして、農地法制の変遷を 3 つの時期に分類し、それに応じた各時期の農地流動化と農地転用、

それに関連したヤミ市場の問題を明らかにする。第 2 章で整理した各時期での問題点は以下の

章で展開していくことにする。 

第 3 章では、「代耕」という流動化の実態とその決定要因を明らかにする。生産請負制実施の

当初は、流動化は禁止されたが、80 年代半ばから「代耕」という個人レベルでの流動化が認め

られるようになった。代耕は「経済的要因」だけで決定されるのではない。むしろ、非経済的

な「社会的要因」から説明される。その分析をするために、内陸部の稲作生産地帯である湖南

省で、都市化の度合が異なる 2 村 109 戸の農家を対象にした流動化に関するアンケート調査を

行った。そこで農地貸借にいかに「社会的要因」が組み込まれているのかを、ツキアイにおい

て親しさが増す場合と減る場合で効用関数の形態が異なるという視点から考察し、農家へのア

ンケート調査に基づいた二項 logit 分析により明らかにする。 

 第 4 章では、違法な流動化の問題を扱う。中国政府は、80 年代末頃から安定的な農地請負権

を維持しながら、農地の経営権を自由に流動化させることを認めた。しかしながら、90 年代半

ば頃から、違法な農地流動化が顕著になっていった。違法であるがゆえに、データや資料は非

公表である。そこで、新聞報道を参照にした上で、湖南省長沙市周辺農村での聞き取り調査を

独自に行うことにする。それにより、主に違法な農地流動化として、①強制的な農地集積、②

農地の非効率な乱用現象、③地方政府による地代の横取り、④裏転用問題の実態を事例により

明らかにする。その決定要因を解明した上で、「土地専業合作社」の設立に注目して、「組織」

の役割を生かした対策が有効であることを提唱する。 

 第 5 章では、農民専業合作社による流動化の推進の有効性を、特に土地への投資行動の効率

性の観点から分析を行う。2000 年以降、違法な農地流動化を抑制し、そして経済発展に伴う構

造問題に対応するために、政府は大規模な農地流動化の展開に本格的に拍車をかけるようにな

っていった。同時に、政府は 2000 年半ばから農民専業合作社の設立を契機とする、広義の農地
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集積を積極的に推し進めていった。そこで、農民専業合作社に絡んだ農地流動化を対象として、

垂直的統合を説明する組織の経済学を援用して、土地への投資のホールドアップ問題の視点か

ら、完全な合作社による流動化の有効性を提唱する。そのために、典型的な農業生産地域であ

る湖南省を取り上げ、5 市 34 社の合作社を抽出し、農民専業合作社による農地流動化の実態を

調査する。本章ではそのうちの代表的な 14 社を取り上げ、特に合作社に絡んだ農地流動化にお

いて、いかなる合作社の形態が農地への積極的な投資を引き出すことになっているのかを、明

らかにしていくことにする。 

 第 6 章では、都市近郊における違法な農地転用を扱う。農地流動化が展開する一方、80 年頃

からの 20 数年間において、農地転用は合法化から無秩序・無計画な状態になっていった。その

段階では、「土地管理法」により合法化した国有地化後の農地転用、農地の違法転用のメカニズ

ム、そして抑制策としての法制度の効果を明らかにする必要がある。そのため、深圳市を対象

に、現地調査に基づいて収集した 1979 年から 2003 年にかけての資料とデータを利用して、無

秩序な農地転用の実態とそれをもたらした「法執行の失敗」を明らかにする。 

 第 7 章では、本論文で提起した課題の総括とその検証を行い、課題への回答をとりまとめ、

残された研究課題を整理して、本論文の結論とする。 

補章では、日本の歴史的経験を活かすため、収集してきた宇治市のデータと資料などを通じ

て、都市近郊の農地転用の実態、抑制策としての農地法制の効果を検討する。その上で、中国

農地法制の改正への寄与を論じる。 

 

 

 

註 1)『中国第二次全国農業普査資料汇編 2010』、『中国統計年鑑 2013』によるもの。 

2) 代耕についての説明は 3 章を参照する。 
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第2章 中国の農地法制と農村土地問題 

 

 

第1節 はじめに 

 

2000 年 7 月 19 日付『遼瀋晩報』と『新浪網 1』の報道によると、遼寧省葫芦島市東一村の村書

記、村長等ら 6 名の村幹部は、1987 から 1999 年の 12 年間で、村の 600 畝 2ほどの農地を農家

の承諾も得ず、工商用に転用してしまった。転用収入は 1,000 万元ほどであったが、農家には 1

銭も支払われなかった。この収入の一部は鎮政府に上納され、残りは村の収入となったが、村

幹部はその一部を年間で数万～数十万元着服してしまった。これを鎮政府は黙認し、さらに上

納の見返りとして上納金の一部を賞与として村幹部に支払っていた。これは村民委員会が引き

起こした、代表的な無秩序な農地転用と横領事件である。 

 2011 年 5 月 23 日付 CCTV「新聞 1+1
3」の報道によると、農地は収用以外では農地転用が禁

止されているにもかかわらず、河北省香河県政府は「以租代征」(流動化目的のための賃貸によ

り収用を代替する) という方法により、4,000 畝の農地を建設用地に転用した。いわば農地流動

化の名を借りた裏転用である。中央政府は無秩序な農地転用を抑制するため、90 年代末から農

地の建設用地への収用を厳しく制限してきた。しかし、農地の取得価格は「以租代征」により

4～5 倍高くなる。そこで香河県政府は、収用ではなく、農地を借入れてから転用する「以租代

征」を用いたと考えられる。具体的には、村委員会が県政府の指示を受け、まず農家と 18 年の

農地の貸借契約を結び、その後、県国土局はこれらの農地を建設用地として不動産会社に転売

した。県政府は2008年以降、農地を農家から畝当り1,100元の地代で借入したにもかかわらず、

畝当り 60～80 万元の価格で転売している。この「以租代征」で転用された農地面積は全国の裏

転用総面積の大半を占めており、「以租代征」は中国では深刻な問題となっている。 

 上記のような、農地流動化の名を借りた無秩序な農地の裏転用の事件が引き起こされた理由

は、これまで実施されてきた農地の集団所有制度に問題があるためといわれている。それでは、
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集団所有にどのような問題があるのだろうか。そして、集団所有に基づいた農地法制の変遷は、

農村土地利用にどのような影響を与えたのか。その影響を受けた農地流動化と農地転用はどの

ように展開してきたのか。これらの問いに答えるために、まず次節で、中国農地の集団所有制

度の形成と問題点について説明をすることから始めたい。 

第2節 土地の集団所有制度の形成とその問題点 

 

 日本のような資本主義国家では農地は農家の私有財産であり、その私有権は法律により完全

に保護されている。それに比べ、中国の農地の所有権制度は曖昧であり、法的にも十分保護さ

れていない。これは中国の特異な政治制度、法制度から派生する問題である。中国では、「憲法」

第十条と「土地管理法」第二条により、土地の私有は認められておらず、都市の土地は国家所

有、農村の土地は農民による集団所有という二重構造となっている。土地の国家所有と集団所

有という二重構造は、社会主義国家の中でも特異な制度である。参考になる見本がないままに、

中国政府が独自につくりあげた制度であるため、農地の所有、利用制度には多くの問題が存在

している(小田[2002]、符[2006])。まず、今日の集団所有制度に至るまでの歴史的な経緯を振り

返ってみたい。 

 

(1) 農村土地の集団所有の形成と農地権利の分離 

 

1949 年 9 月に中華人民政治協商会議により制定された「中華人民政治協商会議共同綱領(三

条、二十七条)」は、封建・半封建の土地所有制を農民による土地所有制に変え、土地改革によ

り配分された農民の土地所有権を保護し、農民の「耕者有其田(耕すものが土地を持つ)
 4」の実

現を定めた。この共同綱領は当時の臨時憲法に相当する。さらに、1950 年 6 月に、地主所有制

から農民土地所有制への移行を推進するための土地改革を実施するために、「中華人民共和国土

地改革法」が公布された。この法律は、新政府成立後に制定された最初の土地関連法である。

「土地改革法」により、農村部の土地は当初、無償で農民に配分され、農民による土地の私的

所有が認められた。しかし、1951 年末から 1958 年末にかけて農業生産合作社及び人民公社運

動により、農民土地私有制から集団所有制への急激な移行が行われた(楊[2002])。これにより、

農村の土地の集団的所有制が確立された。1976 年の文化大革命の終焉とともに、人民公社に基

づくこの集団農業体制は崩壊した。1982 年の「家庭生産請負責任制」の確立は、20 数年間続い

た人民公社による集団農業体制の崩壊を告げるものとなった。同年に実施された憲法第十条で
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は「…農村及び都市郊外地区の土地は、法律により国家の所有に属すると定められたものを除

き、集団の所有に属する」と定められた。また、1986 年に実施された「土地管理法」第二条で

は「中華人民共和国は土地の公有制を実施する。すなわち、全民所有制と労働者集団所有制で

ある」と定めらた。その後の改正を加えながら、土地の国家所有と集団所有という現在の土地

所有権の二重構造が形成されてたの

である(祝[2009]、李[1997])。 

土地の集団所有権とは、労働群衆

集団が、法律の範囲内で、自分の土

地を占有し、使用し、収益をあげ、

処分する権利をいう。土地はいかな

る集団組織の中の個人的所有に属さ

ず、集団組織の構成員の共有にも属

さず、集団組織全体の所有に属して

いる。労働群衆集団の所有地は分割

してはならず、集団組織の中の人員

の変動があっても所有権には何の移

転も引き起こされないとされた(符

[2006])。 

さらに、1978 年の改革開放以降に実施されてきた土地請負制では、農村土地に対する財産権

の創設、変更、ならびに割り当てによる土地の所有権と請負経営権の「分離」が行われた。請

負経営権は財産権に対応する。所有権と請負経営権の「分離」とは、土地の請負経営権を所有

権から離脱させ、単独に存在させるということである(黄・李[2008])。図 2.1 で、農村土地にお

いて土地の集団所有の性格が変わらない一方で、請負経営権は財産権として農家に属すること

になったことを図示した。また図 2.2 で、土地権利の分離を行う前後で、集団所有権と請負経

営権における権利構造の変化を図示した。つまり、土地の請負経営権を持つ農家は、土地の処

分権を除いた占有、使用、収益の権利を有することになったのである。いわば請負経営権は、

土地の準所有といえよう。ところが、改革開放初期においては農地の請負経営権に対する流動

化が禁止されていた点は留意したい。 

 

(2) 農村の土地の集団所有の問題点 

農地

集団所有権 ⇒ 農民集団組織

(所有権)

請負経営権 ⇒ 　　農家

(利用権) 　(請負経営権の流動化の禁止)

　　図2.1 農地権利の分離と農地流動化の禁止
出所：著者作成．
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所有権と請負経営権の分離という、所有権構造の下で、以下の問題が顕著化した。 

1) 権利主体の曖昧さがもたらした土地の資源配分の非効率 

憲法にせよ、民法にせよ、土地管理法にせよ、農民集団組織の定義は一致しておらず、「村農

民集団」、「郷（鎮）農民集団」、「農業集団経済組織」の三種類の権利主体があった。そして、

各法は農民集団が如何なるものかも、明確に定めていなかった。また、集団組織の法的人格、

構成員である農民と集団所有権の法的関係についても、何も規定されていない(符、2006)。こ

のような権利主体の曖昧さは高い取引費用をもたらしてしまうため、農地市場の成立は難しい

状況にあった。したがって、農地資源の配分もうまくいかなかったといわれている (韓[2009])。 

2) 集団組織の幹部による農家権利の侵害と不正転用 

「土地管理法」第十条と「物権法」第六十条によると、集団所有の土地は農民集団に属し、

村集団経済組織や村民委員会などの農民集団組織が管理する。これは実際には、農民集団組織

の幹部が実際の土地集団所有権を握り、管理を行うことになる。しかし現在、農民集団経済組

織はほとんどが解散するか有名無実化している。実際には、郷・村幹部による集団所有となり、

甚だしきは、郷・村幹部の個人所有となっているものさえある (小田[2002])。それであるがゆ

え、集団組織の幹部は農地集積や農地転用などにおいて利益を横領したり、強制的な農地収用

を行ったりして、農家の利益を著しく侵害している。 

3) 集団所有の公平主義による農業の規模拡大の阻害 

集団所有は平等主義を求めるがゆえ、請負経営権の分配においては、農地の面積だけでなく

その土質も考慮して、平等に集団組織内部の農家に分配している。その結果、非効率な零細分

散錯圃が顕著化してしまった。2012 年の中国の 1 人当たり耕地面積は 1.38 畝であり、世界の平

均水準の 40%にしか達していない 5。また、第五回全国人口センサスによると、全国農村戸当

たりの人口は 3.5 人であり、１戸当たりの平均耕地面積は 4.83 畝である。小規模で分散錯圃の

圃場形態となっている。したがって、農地の集積コストも高くなり(程ら[2009])、農業発展にと

って重大な障害となってしまった。 

4) 集団所有の割替えによる農地投入の減少 

 農家の請負経営権は、集団組織による割替えが行われるため、不安定な権利となってしまう。

割替えとは、農業所得の世帯間格差を是正する目的で、世帯員あるいは労働者 1 人当たりの請

負経営面積を農家間で均等化する措置である(伊藤ら[2014])。1980 年代から 90 年代にかけて、

再配分は8年から10年に１回の頻度で行われ、小調整も不定期に実施されてきた(Zhang[2008])。
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つまり、再配分の実施は、農家が安定的な請負経営権を持つことを阻害するため、農地への投

資行動を抑えることになってしまう。 

 

 

第3節 農地法制の変遷と農村土地問題 

 

前節のように、集団所有権構造の下

で、流動化と転用に関連する重大な問

題が顕在化された。これらの問題点を

改善するために、更なる制度の改正が

行われた。2008 年 10 月に中国共産党

第17期中央委員会第3回総会において

発表された「決定」により、農家請負

制度を「長久不変」に維持しながら、農地流動化（農地賃貸借を進める）という政策の方向性

が明らかになった(中央会[10])。「決定」では、「農民に請負地の占有、使用、収益などの権利を

保障」し、「土地請負経営権の流動化市場を設立し、法律に基づいて自発的・有償の原則によっ

て、請負委託(転包)、リース、交換、譲渡、株式化などの形式 6で土地請負経営権の流動化を農

民に許可し、多種形式の適正規模経営を発展させる」ことを提唱した。さらに、2014 年の中央

政府の「中央一号文書」で、農地の請負経営権を請負権と経営権に分け、経営権に抵当権を認

めることになった。これらの改正とはすなわち、土地の請負経営権の請負権と経営権の分離で

あった。これは流動化問題のポイントである。なぜならば、それは農地請負権が強く保障され

た結果、農民が躊躇なく経営権（農地利用権）を貸し出すことが可能となったと考えられる。

これにより、農家は土地を請負う権利を有しながら、その請負った土地の経営権を法律の規定

の範囲内で譲渡する権利も認められたのである。そして、図 2.3 で示すように、農地の請負経

営権のさらなる分離により、農地流動化が可能となった。しかし、中国政府は上記のような制

度の改正による請負経営権のさらなる分離によって、農地流動化を促進した一方、裏転用(「以

租代征」)
7やが可能となる前提条件も与えてしまったと考える。 

また、前章で述べたように、厳格化された農地転用市場の代わりに、流動化市場とヤミ市場

で裏転用や違法転用により農地が転用されてしまった。すなわち、転用市場と流動化市場、及

びヤミ市場の間には連動関係が存在する。したがって、転用市場と流動化市場、及びヤミ市場

農地

集団所有権 ⇒ 農民集団組織

(所有権)

　　図2.3   請負経営権の細分と農地流動化の解禁
出所：著者作成．

請負経営権 ⇒ 農家

(利用権)

請負権 ⇒ 農家

経営権 ⇒ 借手

農地流動化の解禁
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の相互関連性を念頭においた上で農地法制の変遷を整理した結果、生産請負制を実施してから

30 数年間の農地法制の変遷は、表 2.1 のように整理することができた。それにより、流動化と

転用に関わる法制の展開は以下のような 3 つの時期に分けて整理することができる。 

① 農地法制の変容と流動化の展開 

第 1 期：農地利用権の譲渡の禁止時期と「代耕」という農地流動化 (1978～1987 年) 

   第 2 期：農地流動化の解禁時期と無秩序な農地流動化 (1988～2002 年) 

   第 3 期：農地流動化の推進時期と合作社に絡んだ農地流動化 (2003 年～現在) 

② 農地法制の変容と転用の展開 

第 1 期：農地転用の合法化時期 (1978～1987 年) 

第 2 期：農地転用の推進時期と無秩序な転用の顕著化 (1988～2002 年)) 

第 3 期：農地転用の厳格化時期 (2003 年～現在) 
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表2.1　流動化と転用にかかわる法制度の変遷

年 農地流動化と農地転用にかかわる法制の変遷
農地

流動化
農地
転用

1978

「憲法」の第10条第4項によると、いかなる組織と個人が土地の
売買、リースまたはその他の方法で土地を流動化させることも違
法であると定められている。
「民法通則」第80条によると、土地の売買、リース、抵当または
その他の方法で流動化禁止すると定められている。
■中共中央国務院「国家建設収用土地条例｣の実施

1984

中共中央『1984 年農村工作に関する通達』によると、農作物栽
培が得意な農家へ集中することを推奨するとされた。農業を農家
が請負期限内に、栽培能力をなくしたり、他の仕事に従事した場
合は、土地を集団に預け統一管理してもらうことが可能であれば
、農家自らが請負者を探し請負を再委託することもできるとされ
た。
最高人民法院「農村請負契約紛争事件の審理に関する若干の問題
についての意見」によると、請負人が無断で転包、譲渡を行う場
合、その土地請負契約は無効となるとされた。
「土地管理法」の公布により、農村と都市近郊部の土地は国家所
有のものを除き、農民集団に所有されるとされた。農民集団所有
の土地は、当該集団内の農家によって請負・経営される。
■「土地管理法」は、1982年の「国家建設収用土地条例｣の内容
を合法化した。しかし、82年の「条例｣に比べ、①土地収用の量
的制限を明確化し、②土地収用の補償費を増額させた。
「土地管理法」の実施によると、農家請負経営における農家の権
利が土地請負経営権として法律上明記され，法的保護を受けるよ
うになった。
国務院の承認により、江蘇省の無錫・呉県・常熟三県(市)、山東
省の平度市、北京の順義県、広東省の南海市、浙江省の温州市で
農地の大規模経営の実験場を設立した。

「憲法」の改正により、第10条第4項に基づき、請負農地の経営
権を法律の規定に従い譲渡できることが認められた。
「土地管理法」の改正(1回目)により集団所有の土地の利用権を
譲渡することができるようになった。

1992

中共中央第十四期第三回全体会議「社会主義市場経済システムの
構築に関する若干問題についての決定」によると、土地の集団所
有に基づき、・・・法律の規定に従い請負農地の経営権の有償譲
渡を認めるとされた。
中共中央国務院「当面の農業および農村経済発展に関する若干の
政策措置」によると、土地の集団所有と土地用途が変らないこと
を前提に、請負者の同意を得られるならば、土地の使用権を有償
で譲渡することができるとされた。
農業部「安定、完全の土地請負関係に関する意見」によると、土
地の集団所有及び土地用途を改変しないという前提で，貸し手の
同意を経て，請負期間内での転包、リース、相互交換、株式化に
よる土地流動化は法律の保護を受けるとされた。
■「国有土地の使用権の譲渡に関する条例｣を公布した。
中共中央弁公庁、国務院弁公庁「農村土地請負関係の安定かつ改
善に関する通達」によると、「両田制」の名目で農家の一部の請
負地を回収することは認めないとされた。
■中共中央弁公庁、国務院弁公庁｢国務院許可の建設用地を除き
、新たな農地から他の建設用地への転換を1年間凍結する通知｣が
伝達された。
中共中央第十五期第三回全体会議「農業と農村の工作に関する若
干の重大問題の決定」によると、農家に長期的かつ保障された土
地利用権を与え、また「联产承包责任制(生産請負責任制)」の呼
び方が「家庭承包经营(農家請負経営)]に変更されたとされた。
「土地管理法」の改正(2回目)によると、農地の利用権を自由に
譲渡することができたが、いくつかの規制を設けた。また、土地
の用途管理と耕地総量動態平衡政策の強化が打ち出され、農地保
全は中国の重大課題と位置づけられた。
■「土地管理法」の改正(2回目)によると、用途制限と耕地の「
占補平衡」の強化を行い、国、省、市による土地収用を土地利用
計画に従い厳格に審査すると決められた。また、土地収用の主体
は政府であり、土地の収用は政府により一括して行うとされた。
そして、土地収用の補償費は具体的には、土地補償費、生活安定
化補助費、及び地上付属物や青田補償費を含むとされた。但し、
土地補償費と生活安定化補助費の総計は、土地収用前3年間の年
平均生産額の30倍を超えないものとされた。
■中共中央弁公庁、国務院弁公庁「非農業建設プロジェクトによ
る耕地の占用を継続的に凍結する通達」によると、土地収用と農
地用途の変更の手続きを停止するとされた。

2001
中央十八号文件「農家請負地使用権の移転業務を適切に行うこと
に関する通達」によると、土地の利用権を自由かつ適切に流動化
させることは農業を発展させる客観的法則となるとされた。

2002

中共第十六回全国代表大会の報告によると、条件を揃えた地域で
は法制度に従い、自由意志、有償の原則を踏まえながら土地の請
負経営権を流動化させ、規模経営の拡大・発展を遂げていくとさ
れた。
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土地請負制度の変遷

形成期
(1978～1983)

第1期請負期
(1984～1992)

1993

1982

1986

1988

改革開放政策が始まっ
た1978年から農家請負
経営がほぼ全国的に普
及する1983年までを農
村土地請負制度の形成
期とする

農家請負経営の安定化
を重要な目的として発
表されたのが中共中央
1984年一号文件である
。同文件により土地請
負期間は一般的に15年
以上とされ，請負期間
の統一化及び長期化に
より農家請負経営の本
格的な定着化が図られ
ることとなった。

1994

第2期請負期
(1993～現在)

1993年11月5日に公布
された中共中央・国務
院「当面の農業および
農村経済発展に関する
若干の政策措置」にお
いて，農家請負経営の
さらなる安定化のた
め，土地請負期間は最
初の土地請負期間が終
了した後，さらにその
まま30年延長すること

とされた。

1987

1997

1998
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2003

「農村土地請負法」が実施された。この法律の第三十二条による
と、家族請負形式で取得した土地請負経営権は、法律で規定する
ところにより転包、リース、相互交換、転譲（請負権の有償譲
渡）、又はその他の方式で流動化することができるとされた。こ
の法律で土地請負経営権に関する一連の法的整備が完成された。
中央一号文件「農家の収入増加の促進に関する若干政策意見」に
よると、農業投入の増加、農業への支持、保護の強化、国の食糧
の統一買付・統一販売制度の廃止と販売市場の緩和、及び農家へ
の直接補助制度の実施などを通して、農家の収入の増加を実現す
るとされた。
■「土地管理法」の改正(3回目)によると、法の第四十三条、第
四十五条、第四十六条、第四十七条、第四十九条、第五十一条、
第七十八条、及び第七十九条に対し、土地収用に関する表現が「
徴用(征用)」から[徴収(征收)」に変更された。
■国土資源部「土地収用補償安置制度の改善に関する指導意見」
によると、土地収用補償安定化の原則としては土地が収用された
農家の生活水準を下げさせてはならないとされた。また、本来あ
る経済的な補償以外に、土地株化、農家の就職、社会保障と移民
安定化等の補償方法を加え、「失地農民問題」の解消を図るとさ
れた。
■国土資源部「農地転用と土地収用の審査制度の改正に関する意
見」によると、農地の収用と転用手続きの審査の条件付き停止を
決めたとされた。
中央一号文件「農村工作の強化、農業総合生産能力の向上に関す
る若干政策意見」によると、国と地方の財政政策は農業を保護す
る政策に切り替えながら、食糧生産、良種栽培、農機具の購買に
対する補助と大幅に農業総合開発の投入、及び高基準の基本農田
の建設を強化するとされた。
農業部「農村土地請負経営権流動化に関する管理方法」によると
、流動化の方法、貸借契約、及び流動化の管理について、今まで
の法制度よりもっと詳細、明確に規定された。
中央一号文件「社会主義新農村建設の促進に関する若干意見」に
よると、農村インフラ整備の展開に明確な要求を提示したとされ
た。
農業四税(農業税、屠殺税、牧畜税、農林特産税)の廃止。
中央一号文件「現代農業の発展、社会主義新農村建設の推進に関
する若干意見」によると、工業から農業への反哺(資金などの移
転)、都市から農村への援助、農業への投入の増大を促しながら、
食糧の直接補助、良種補助、農機具購買補助と生産資料の総合補
助を実施するとされた。
「農民専業合作社法」の実施。
「物権法」の実施によると、土地請負経営権は用益物権であると
される。
中央一号文件「農業インフラ整備の強化、農業発展と農家の増収
の促進に関する若干意見」によると、耕地の保護と土壌の改良を
強化するとされた。建設用地とする耕地と林地の占用の禁止、投
資の増加による農地の生産力の向上、財政の農民専業合作社への
支持、農地の貸借市場の建設、違法な農地流動化の是正などに焦
点が当てられた。
中共中央「農村改革発展を推進するための若干の重大問題に関す
る決定」によると、農地利用権の流動化は、土地の集団所有とい
う形態、及び土地の用途を変えてはならず、農民の土地請負の利
益を損ねてはならないとされた。既存の土地請負経営関係の「長
久不変」と農地流動化の積極的な推進を、今後の農地制度是正の
枢要とするとされた。土地流動化に関する管理と各種サービスを
強化し、農地利用権の貸借市場を整備･充実させることにより、多
様化した適切な規模経営を発展させるとされた。
中共中央、国務院「農業発展、農民増収の促進に関する若干意見
」によると、合法的・自主的・有償の原則を堅持し、いかなる組
織や個人も農民に土地の流通を強制させてはならず、また自主的
流動化を妨害してはならないとし、土地流通に対して規則に則っ
た管理を行うとされた。特定条件のある地域では、流通当事者に
情報、法律相談、価格評価、契約締結、トラブル処理などの業務
を提供する流通サービス機関の育成を推奨するとされた。

2009

中央一号文件「農業の安定的発展と農民の収入増加の促進に関す
る若干の意見」によると、農地流動化市場形成、農民専業合作社
の成立及び村組織の運営経費の保障について支援策を打ち出した
とされた。また、優良品種(稲作、小麦、トウモロコシ、綿花、ア
ブラナ、大豆の優良品種)補助金、農機具購入補助金、生産資料補
助金の交付と、補助する範囲と金額が拡大、増加したとされた。

2010

中央一号文件「都市と農村の発展の力を統一して計画・調整し、
農業農村の発展の基礎を更に固めることに関する若干の意見」に
よると、土地請負経営権の流動化に対する管理とサービスを強化
し、流動化市場を完備させ、合法、自由意思、有償の原則に基づ
いて、流動化を通じて多様かつ適切な規模経営を発展させるとさ
れた。

2011
中央一号文件「水利改革の発展に関する決定」によると、農地の
水利を農村インフラ整備の重要な任務としたとされた。

2012

中央一号文件「農業の科学技術イノベーション、農産物供給の保
障能力の向上に関する若干意見」によると、農業現代化と農村の
都市化を推進し続け、農業への優遇政策を強化し続けるとされた
。

2013

中央一号文件「現代農業発展の加速、農村活力の強化に関する若
干意見」によると、大規模の専業農家、家庭農場、及び専業合作
社への農地集積を激励、支持し、商工企業の農地集積に対する許
可、モニター制度の厳格化、農地権利の登録書の配布、基本農田
の建設のために、農地の交換という方法により零細分散錯圃の問
題を解決すること、違法な農地流動化の禁止、及び農地流動化の
手順の規範化と基準化を決めた。

2014

中央一号文件「農村改革を全面的に深化させ、農業の現代化推進
を加速させることについての若干意見」によると、農家が請負地
に対する占用、収益、貸借、また請負経営権の抵当、担保の権利
を有することを認めたとし、農村土地制度の改革を深化させると
された。

注：斜体＋グレーの塗りつぶし色の部分は転用政策を表す.
資料：筆者により作成.
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(1) 農地法制の変容と流動化の展開 

 

まず、流動化法制については、表 2.1 からもわかるように、流動化法制の改正が生産請負制

実施以降の農地法制のメインとなっている。中国では生産請負制実施当初、流動化が禁止され

たため、その関連法制は存在しなかった。しかし、80 年代後半から農地流動化の必要性が認め

られるとともに、様々な関連法制の実施と改正がなされてきた。農地流動化に関わる主な法律

は、「憲法」「土地管理法」「農村土地請負法」「農民専業合作社法」である。これらの法制に基

づき、全国人民大会、中共中央委員会、国務院、及び中央各部門は、さらにいくつかの流動化

に関する法令・告示・通達を公布した。ここでは、劉(2008)、祝・馮(2011)、楊(2011)などの従

来の研究をもとに、中国の経済状況の変化に伴う農地流動化に関連した問題点を捉えるため、3

つの時期に分けながら流動化法制の変容を詳細に説明することとする。 

1) 第 1 期：農地利用権の譲渡の禁止時期と「代耕」という農地流動化(1978～1987 年) 

｢文化大革命｣の混乱収束に伴い、社会経済の発展が指向される中で、農村では農業生産力の

向上を目指して人民公社による集団経営が中止された。農地の請負経営権がすべての農家に平

等に配分されるという農家請負経営制度が、1983 年までに全国的に導入されることとなった。

さらに、1984 年 1 号文件により土地の請負期間が 15 年以上とされ、請負期間の延長により、

農家請負経営の本格的な定着化が図られることとなった。その結果、農村の労働生産性が大幅

に向上し、市場に農産物が溢れるようになった。しかし、この時期はまだ「憲法」第 10 条第 4

項によって、土地の売買、賃借などで農地利用権の譲渡が違法であると定められていた。ただ

し、農村地域は徐々に低賃金労働力の供給源となり、労働力は流出し、農地流動化の必要性が

顕在化してきた。そこで政府は、中共中央が通達した『1984 年農村工作に関する通達』により、

中核的農家へ農業生産の集中を推奨するようになってきた。すなわち、請負期限内に基幹的な

農業労働力が流出した場合、集団の統一管理の下、村内の他の農家に農地の再請負も許される

ようになった。つまり、農地流動化は法的に禁止されていたが、農地の荒廃を防ぐため、出稼

ぎに出た農家の農地を在村農家に管理させる「代耕」を、政府が認めるようになったのである。

さらに、1987 年、国務院は流動化実現のために、江蘇省の無錫・呉県・常熟三県(市)、山東省

の平度市、北京の順義県、広東省の南海市、浙江省の温州市で大規模経営の実験農場の設立を

認めた。これは、農地流動化の解禁のための布石といってよいだろう。 

したがって、本論文の第 3 章では、この時期の「代耕」を取り上げ、その実態とその決定要

因を明らかにする。 
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2) 第 2 期：農地流動化の解禁時期と違法な農地流動化 (1988～2002 年) 

1993 年の中共中央・国務院「当面の農業および農村経済発展に関する若干の政策措置」によ

り、土地の請負期間は 30 年へ延長されることとなった。請負関係のさらなる安定化が図られ、

法整備も一段と進むことになる。この時期の流動化は、1988 年の「憲法」と「土地管理法」の

改正により大幅に促進されることになった。つまり、この改正によって、農地の請負経営権を

譲渡することが認められたのである。さらに、1993 年の中共中央第十四期第三回全体会議の決

定(「社会主義市場経済システムの構築に関する若干の問題についての決定」)の下で、1994 年

に農業部の「安定、完全の土地請負関係に関する意見」が公布され、農地流動化が推し進めら

れるようになる。すなわち、土地の集団所有、及び土地用途を改変しないという前提で、貸し

手の同意を経て、請負期間内での転包、リース、交換、株式方法によって、農地の譲渡が政府

に保護されるようになった。さらに、1999 年の「土地管理法」の改正(2 回目)によって、農地

の請負経営権を自由に譲渡することが法的に定められた。2001 年と 2002 年には、中央十八号

文件と第十六回全国代表大会の報告のいずれにおいても、条件を揃えた地域で農地の請負経営

権を自由、有償、かつ適切に流動化させ、経営規模の拡大・発展を遂げていくことが提唱され

るようになった。したがって、「代耕」は在村農家間による個人レベルでの流動化として相変わ

らず行われているが、村内農家以外とも農地需要と供給による流動化が推し進められるように

なったのである。 

しかし、これまでの法制は、流動化の方法、貸借契約、管理等について詳しく定めていなか

ったため、強制的な農地集積などの違法な流動化が引き起こされた。また、90 年代後半から徐々

に厳しくなってきた転用市場の代わりに、流動化市場で取得した農地が建設地に無断で転用さ

れてしまう裏転用が度々見られた。 

したがって、本論文の第 4 章では、この時期の違法な流動化を取り上げ、その実態とその決

定要因を明らかにした上で、その抑制策を検討する。 

3) 第 3 期：農地流動化の推進時期と合作社に絡んだ農地流動化(2003 年～現在) 

2003 年に実施した「農村土地請負法」では、土地請負期間が 30 年間であることが法的に明

記された。さらに、2008 年の中共中央「農村改革発展を推進するための若干の重大問題に関す

る決定」では、既存の土地請負経営関係は「長久不変」として請負期間を表現した。21 世紀に

なると、中国の農業政策は、従来の農村からの収奪的な性格から農業保護へと大きく舵を切る

方針に変わった。この農政の変化は次の通りに展開されてきた。まず、中央政府が発表した「1

号文件」では、2004 年から 2014 年まで 11 年連続で「三農(農業・農村・農民)」問題をテーマ
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としている。農家の生産意欲を高めるため、2004 年の食糧栽培の補助金交付だけでなく、2009

年には優良品種(稲作、小麦、トウモロコシ、綿花、アブラナ、大豆)への補助金、および農機

具購入補助金と生産資料補助金の交付まで補助する範囲を拡大してきた。また、農家の負担を

減らすため、2006 年に農業四税(農業税、屠殺税、牧畜税、農林特産税)が廃止された。このよ

うな背景の下で、2003 年の「農村土地請負法」で、土地請負経営権の流動化に関する一連の法

的整備がなされたことは、農地流動化の促進をさらに促した。さらに、2005 年に農業部が公布

した「農村土地請負経営権流動化に関する管理方法」は、流動化の方法、貸借契約、および流

動化の管理を明確に規定した。そして、2008 年の中央一号文件では強制的な農地集積、農地用

途の変更という農地の無秩序な転用や、裏転用などの違法な流動化を固く禁止することとなっ

た。2010 年の中央一号文件では、流動化に対する管理とサービスの強化、流動化市場の完備、

流動化を通して多様かつ適切な大規模経営の成立を推進した。また、流動化を円滑に推進する

ために 2007 年に施行した「物権法」は、土地請負経営権が用益物権であることを定めている。

さらに、2014 年の中央一号文件は農家の請負地に対する占用、収益、貸借の権利、さらには請

負経営権の抵当、担保の権利までも認めた。 

そして、この明確かつ安定的な請負経営権の下で、2007 年に「農民専業合作社法」が実施さ

れ、2009 年の中央一号文件では、農地流動化市場形成、農業専業合作社の成立についての支援

策を打ち出した。さらに 2013 年の中央一号文件では、専業合作社、大規模な専業農家、および

家庭農場への農地集積を促進するとされた。この一連の法制の展開により、特に中国政府は合

作社の設立を契機に、合作社の直営農場の設立だけでなく、農家が合作社に社員として参加す

る形での農地集積も流動化として捉えるようになった。 

したがって、本論文の第 5 章では、規模の経済を求める広義の農地流動化、とりわけ合作社

に絡んだ流動化を対象に、そこでの農地への投資行動の視点からその仕組みを説明する。 

 

(2) 農地法制の変容と転用の展開 

 

農地の他の用途への転換は、一国の経済発展からみて必然的な現象であって、これを抑制す

ることは困難である。よって、中国政府は改革開放の初頭から法制の面で転用の合法化を認め

た。しかし、都市化・工業化による都市的土地利用が強く要請された結果、急激に大量の農地

を無秩序に転用してしまった。この転用の勢いは転用市場に留まらず、裏転用が起こされた流

動化市場にまで影響を及ぼした。これは農地法制が開発の圧倒的な攻勢を前にして常に後退を
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余儀なくされたといえるだろう。そこで、この状況を改善するため、90 年代後半から無秩序な

転用に歯止めをかける措置を設けるようになった。すなわち、転用に関して何ら規制がなかっ

た 80 年代から、農地転用の量的制限、補償費の増額、補償方法の改善、用途制限、さらには耕

地の「占補平衡」など農地保護に関する規制がかかっている今日をみると、転用法制の改正が

緩和から規制へ徐々に厳格化されていったといえる。 

また、中国では政府による土地収用(国家徴用)が農地転用の唯一の合法ルートとされている。

その土地収用法制は憲法 8の下で、主に「土地管理法」の実施と改正によって展開されてきた。

よって、転用法制の変容は、表 2.1 で示したように大きく 3 つの時期に分けることができる。 

1) 第 1 期：農地転用の合法化(1978～1987 年) 

80 年代初めに深圳市をはじめとする沿海地域の都市では対外開放が進められ、都市化・工業

化が急速に進行し、大量の農地転用が求められるようになった。よって、「国家建設収用土地条

例(1982 年)｣の公布と「土地管理法(1986 年)」の実施により、農地転用が急スピードで進展して

きた。ただし、この時期の農地転用は沿海地域だけに留まり、地域の経済発展にとって欠かせ

ないものであったため、無秩序な転用という認識は全くなかった。 

2) 第 2 期：農地転用の推進時期と無秩序な転用問題の顕著化(1988～2002 年) 

1990 年以降、政府が地域均衡の観点から内陸部の開発に乗り出したため、転用問題がさらに

注目を浴びるようになった。1994 年には｢国有土地の使用権の譲渡に関する条例｣が公布された

ことをきっかけに、沿海地域だけでなく内陸部の地方政府が、地方財政の向上と地域経済の発

展のために、大量の優良農地を経済開発区として転用した。また、民間会社による宅地向けの

農地開発も、優良な農地を改廃することとなった。その方法は、まさに無秩序な転用そのもの

であった。この無秩序な転用を抑制するため、1997 年に中共中央、国務院から｢国務院許可の

建設用地を除き、新たな農地から他の建設用地への移転を 1 年間凍結する通知｣が伝達された。

さらに 1998 年の中共中央、国務院による「非農業建設プロジェクトによる耕地の占用を継続的

に凍結する通達」によって、違法な土地収用と農地用途の変更が禁止されるようになった。1996

年に｢基本農田の保護区の設定｣がなされることとなり、農地保全も漸く重要視にされるように

なった。そして、1998 年の「土地管理法」の改正(2 回目)によって、土地の用途管理と耕地総

量の動態平衡政策 9 の強化が打ち出され、農地保全の重要性が認識されるようになった 10。た

だし、中国の農地政策でゾーニングの概念が欠如しているため、打ち出した抑制策は全国で引

き起こされた無秩序な転用を一時的にしか食い止められなかった。 

3) 第 3 期：農地転用の厳格化時期(2003 年～現在) 
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2001 年末に中国が WTO に加盟してから、経済成長は一気に加速してきた。特に経済発展が

遅れていた内陸部にも、高成長を実現した地方が多数現れ、全国レベルでの経済発展が始まっ

た。中国は、90 年代は土地財政に強く依存する経済成長であったが、2000 年以降は企業の成長

が牽引する形での高成長を実現してきた。そのため、「土地管理法(2004 年)」の改正(3 回目)と

国土資源部の「農地転用と土地収用の審査制度の改正に関する意見」「土地収用補償安置制度の

改善に関する指導意見」の実施により、強制的な土地収用が抑制されるようになった。また、

土地収用の厳格な審査手続きと、加えて農地価格の高騰により、収用はますます難しくなった。 

したがって、本論文の第 6 章では、無秩序な農地転用のメカニズムとその実態、そして抑制

策としての法制度の効果を明らかにする。ただし、データに制限があるため、本章では 80 年か

ら 2000 年にかけての転用問題(第 1 期、第 2 期)を研究対象にして分析を行うことにした。 

 

第4節 おわりに 

 

流動化と転用に関する法制は、中国政府が独自に築き上げてきた農村土地の集団所有財産権

の下で、30 年以上試行錯誤を重ねながら今日に至った。そこで、転用法制が農地の都市的利用

のみならず、農地の農業的利用の維持･確保にとっても、決定的に重要であることがわかった。

すなわち、流動化市場、転用市場、及びヤミ市場に渡って引き起こされた裏転用のような問題

があったからこそ、市場間に連動関係が存在するといえる。よって、農村内における農地の権

利移動による「農地流動化市場」だけでなく、農外の用途への「転用市場」、さらに両者にまた

がる「ヤミ市場」にも視野を広げて、時代ごとに、農地流動化と農地転用に関連した問題点を

明らかにすることが重要ではないかと考える。したがって、本章では農地市場を大きく左右す

る農地法制の展開を解明した上で、流動化と転用の動向を追跡した。この章で整理した各時期

での問題点を以下の章で検討することにした。 

 

 

 

註 1) 1 畝が 1/15 ヘクタールである。 

2) http://news.sina.com.cn/society/2000-07-19/109013.html 

    3) http://news.xinhuanet.com/house/2011-05/24/c_121449669.htm 

4)「耕者有其田」という言葉は最初、孫文が 1924 年 1 月に中国国民党第一回全国代表大会において用いた

が、1927 年 8 月 7 日の共産党の八七会議において、「没収大地主土地」・「耕者有其田」の基本原則を明確

にし、「土地国有」への転換を図った。高海燕「二十世紀中国土地制度百年変遷的歴史考察」浙江大学学

報(人文社会科学版)37 卷、126 頁、中国語。 

http://news.sina.com.cn/society/2000-07-19/109013.html
http://news.xinhuanet.com/house/2011-05/24/c_121449669.htm
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5) 深度中国——时代中国杂志社惟一官方网站(2012)。http://www.laaww.com/html/minsheng/1375.html 

6)「請負委託(転包)」とは、農民が一定期間内(1 年未満を除く)で全部ないしは一部の請負った農地の作付け

権だけをほかの村民に有料で任せて、これらの農地に関する権利と責任と利益がそのままである。請負

委託を受けた村民は契約に従って農業生産を行う。中国語でという。「リース」とは、農民が請負った一

部もしくは全部の農地の使用権を村外の個人あるいは法人に有料で貸し出しすること。リースは転包と

ほぼ同じですが、リースされる相手が村以外の個人あるいは法人である一方、転包される相手が村の村

民に限られる。「交換」とは、大規模農業で分散錯圃の問題を解決するため、村民たちが請負った農地の

一部または全部を生産の便によるお互いに調整すること。「譲渡」とは、農民が請負ったすべての農地の

請負権を第 3 者に有料または無料で譲渡すること。譲渡された農地に関する請負契約の内容が変わらな

いが、農地の請負人が変わったため、原請負人の代わりに、農地に関するすべての権利と義務を新しい

請負人に譲渡する。有料で譲渡された場合が転譲といわれるが、無料の場合が贈与といわれる。「株式化」

とは、農民が請負った農地の使用権を村の集団経済組織あるいは参入企業に資本または株として、投資

すること、農民が株式合作の経営による一定の割合で配当される。 

7) 裏転用(「以租代征」)は農地流動化の名目で取得した農地が無断で建設地に転用されてしまうことを指す。

詳しい内容は本論文の第 4 章に参照。 

8)「憲法」では「･･･国家は公共の利益のため、法律に基づいて、補償のもとに土地を収用或いは使用する。」

と定めている。 

9) 耕地総量動態平衡政策とは、一定範囲内での行政区画における耕地面積の総量が増減したのに対し、耕

地の総量が変わらないことである 

10)田偉利･川上洋司｢中国における都市特性と土地の流動性の関連性に関する研究｣,『都市計画論文集』

40(2)(2005)、pp.80-87。 

 

 

 

  

http://www.laaww.com/html/minsheng/1375.html
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第3章 中国農村での「代耕」による農地流動化の社会的要因 

－湖南省都市近郊農村を事例に－ 

 

 

第1節 はじめに 

 

前章で纏めたように、改革開放の最初の 10 年間(1978～1987 年)は農地流動化が禁止された時

期(農地流動化の第 1 期)であることがわかった。この時期において、農地利用権の譲渡は法的

に禁止されたが、政策面で「代耕」という農家個人間での非公式の農地流動化を認めた。しか

し、個人レベルでの流動化は規模の経済が求められるというよりも、農民が出稼ぎにいくため

に農地を在村農民に管理をまかせて、荒廃を防いでもらっているだけの状況になっている。こ

れは「代耕 1」と呼ばれている。「代耕」のための流動化はいかなるメカニズムで進展するのだ

ろうか。本章では農地流動化を決定するメカニズムを「経済的要因」でなく非経済的な「社会

的要因」から説明する。 

まず、ここで、流動化の決定要因である経済的要因に関する先行研究を整理しておく。経済

的要因であるが、これは規模の経済によって借り手の生産による剰余が地代部分を上回る需給

条件が整うことである(梶井[1973]、稲本[1987]、加古[1984])。しかし、例え規模の経済を追求

する農地の需要と供給が存在する場合でも、取引費用の存在が流動化市場における円滑な取引

を妨げる(有本・中嶋[2010])。 

また、日本では農地流動化市場による取引が難しく、市場を介さない取引が主流をなしてきた。

むしろ、農地はしばしば信頼関係で結ばれた縁約(地縁・血縁などの人的つながり)など、非市

場的な制度によって取引されてきた(浜口[1988]、山岸[1998])。 

中国の農地流動化も同様の状況にある。中国での先行研究はまず農地市場を仮定し、経済的

要因に注目して流動化を検討している(寳劔[2011])。たとえばミクロデータによって農地流動化

の意思決定に影響する経済的要因を検討している研究がある（仙田[2005]、T.Qin[2006]、唐
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[2008])。しかし中国農村では、農家レベルでの「個人対応型 2」では、農地賃貸借市場が成立

することが難しい状況にあるとされている(浅見[2009a])。それは、Song[2005]によると農地財産

権の不完全性などの高い取引費用によるとされている。とくに、1980 年代か ら 90 年代半ば

にかけて，中国の流動化の取引相手の多くは近親者であったがために、市場の広がりも限定的

であった(寳劔[2011])と主張されている点に注目したい。Macours et al.[2010]によると、農地に

関する権利設定が不明確であっても，相手が近親者であると貸借がすすむことが指摘されてい

る。 

したがって、本章では、取引費用に関連する社会的要因に注目したい。経済的要因が整って

いなくても、社会的要因によって流動化が進むこともある。すなわち、親族・友人とのツキア

イの積み重ねの中で、彼らに頼まれたから農地貸借を行ったという聞き取り結果が、我々の行

った多くの臨地調査で確認された。つまり代耕のための農地流動化は、このような社会的要因

によって支えられているのではないだろうか、という問題意識に到達した。社会的要因とは何

か。中国農村においては、血縁関係・地縁関係でのツキアイや相互扶助といった社会的関係が

濃密である。特に中国農村での取引は、親族関係や縁故といったインフォーマルな「関係」

(guanxi)に強く支えられていることが確認されている(浅見[2009b])。もっとも、アメリカ農村に

おいても、小作の契約形態に社会的関係が影響していることが確認されており

(A.Schmid[1995] )、土地取引における社会的要因は注目に値する。本章では社会的要因として、

中国の農地貸借取引では、「関係」が強くかかわっていると考える。「関係」には、感情を基

にした「人情性関係」と計算的な「道具性関係」がある(浅見[2009b]、黄[1988]、陽[2000])。「人

情性(レンチン)関係資本」とは、感情での「面子」を基盤にした血縁、地縁関係が蓄積される

時の「関係資本」を指す。「道具性関係資本」とは、他者との経済的な利益のみが追及される

ときの「関係資本」を指す。この 2 種類の「関係」が社会的要因として、農地貸借の意思にい

かにかかわっているのかを明らかにしたい。 

そのために、内陸部の稲作生産地帯である湖南省都市近郊農村(A 村、C 村)において流動化

に関する農家調査を行った 3。調査結果を用いて、農地貸借に「社会的要因」(関係)がいかに組

み込まれているかを、ツキアイにおいては親しさが増す場合と減る場合では効用関数はその形

態が異なるという視点から考察し 4、世帯主への面接調査に基づいた二項 logit 分析によって明

らかにする。 
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第2節 調査村の概要と農地流動化の実態 

  

農地流動化の実態を正確に把握するためには、多数の標本調査による数量化が必要である。

そのため、湖南省の都市化の度合が異なる A 村、C 村で、農地流動化に関する面接調査を各 60、

49 戸の農家に対し、2008 年 7 月から 2 ケ月間にわたって行った。109 戸の標本農家に、流動化

やその要因に関する農民の意向の強さを 4 段階で聞き取ることによって、数量化を試みた。農

家は基本的にはランダムサンプリングで面接調査を行った。 

伝統的農村 A は(表 3.1)、稲作単作地帯にあり、都市部から約 8 キロ離れている。農外就業に

よって農地の供給が出てきた一方で、畜産が盛んで農地の需要が多くないはずにもかかわらず、

農地の貸借が進んでいる。また、貸手農家の戸数が借り手農家とほぼ同数であり、大規模農家

による農地集積というよりも、筆単位の個人間の流動化、つまり代耕がなされていることがわ

かる。加えて面接調査のなかで、伝統的農村社会の慣習を強く残し、血縁、地縁関係を重視し

ていることがわかり、「人情性関係」の重要性を 4 段階で評価してもらうと、平均して 2.8 で評

価点が高かった 5。 

 都市化の進んだ農村 C は(表 3.1)、稲作＋野菜生産地帯にあり、都市部まで 1 キロしか離れて

いない。C 村では、農外雇用によって農地の供給が出てきており、同時に野菜の規模拡大によ

る農業収益向上を図るための農地の需要が生じてきている。ただし、C 村は近い将来、新しい

県庁所在地とする計画があり、農地の収用と転用が近年進んでいる。貸手農家は、収用を期待

して、地代を要求せず農地をいつでも返してもらえるような代耕を選好する。また、借地農家

は野菜栽培としての農地の需要はあるが、収用が予想されるため短期的に野菜栽培が行われ、

とにかく生産費を安くしようとしている。したがって、C 村ではわずかな謝礼での短期の代耕

がほとんどであると考えられる。一方で、村社会の人情性関係がありながらも、農地の収用や

転用に際しては自己に有利な条件を提示してくれることを期待して、村幹部等の有力者に貸し

出したいという道具性関係の繋がりを重視していると思われる。面接調査において「道具性関

係」の重要性を 4 段階で評価してもらうと、平均で 2.6 であり確かに重視していることが確認

都市化の度合 農外就業 農業所得
農家
所得

農地貸出
農家の割合

農地借入
農家の割合

農地貸借
面積の割合

小組間農
地貸借面積

借地
需要

貸借
謝礼

人情性
関係資本

道具性
関係資本

A村 伝統的農村地域 労働力の4割
12420.5元
（畜産71％）

34281.7

元
31% 29% 22% 17.4畝 なし なし 2.8 2.4

C村 都市化した地域 労働力の3割
4876.5元

（野菜60% ）

43054.1

元
11% 5% 10% 101.02畝 あり あり 2.5 2.6

出所：  筆者作成

表3.1　調査村の特徴
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された 6。 

いずれの村も、農地流動化は全面積の 10％～20％となっており、進行していることが確認さ

れた。 

 

第3節 農地流動化に関する社会的要因 

 

(1) 社会的要因の基本モデル 

 

中国農村における社会的要因は「関係(グァンシ)」に基づくが、これは社会関係資本である

「関係資本」として形成されていると考える。黄[1988]、Yan[1996]によると、中国社会の「関

係」資本は、1 対 1 の人間の間で「面子（メンツ）」に応じて蓄積されている。面子には、「面

子がたつ」場合と、「面子を失う」場合があり、前者では関係資本が蓄積され、後者では削り取

られることになる。蓄積の場合においては、相手との関係がよくなるような行動を取ることに

より、面子がたち、関係資本が蓄積される。相手との関係を損ねる行動を取ることにより、面

子を失い、関係資本は削り取られる。面子は、たつ場合よりも特に失う場合に、その効用が強

く損なわれるとされる。 

そこで、本章では、黄[1988]らに基づく「面子がたつ、失う」状態を、効用と関係資本の蓄

積、消失との関連で表現するために、線形

の効用関数を用いた。面子は、たつ場合よ

りも特に失う場合に、その効用が強く損な

われるため、関係資本が蓄積される場合と

削り取られる場合では、それに応じて、そ

の程度が異なることになる。図 3.1 で示し

たように、縦軸は正では効用、負では非効

用の度合い、横軸は正では関係資本が蓄積

され面子がたつ度合い、負では関係資本が

削り取られ、面子が失われる度合いを表す。

面子がたつ場合と失われる場合ではその程

度が異なるため、横軸で原点を参照点とし

て正と負では、効用関数はキンクすること

図3.1 キンクしたツキアイの効用関数
出所：筆者作成
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になる。面子が失われ関係資本が削り取られる場合での傾きは、蓄積される場合の傾きより険

しくなることになる。これが中国農村の面子を通じた関係資本の状態を表す。 

第一に、関係資本が削り取られる、つまり親しさが失われていく場合を考える。失われるに

従って非効用は増していくが、「関係」のタイプによってその程度は異なる。貸借相手が親族、

親友である「人情性関係」において減少度合いが大きく、次いで貸借相手が社会的地位を持つ

人である「道具性関係」、貸借相手が一般村民である「一般的関係」が最も小さくなると考えら

れる。人情性関係は、面子が失われるときに最も大きく効用が失われる。D を親しさに応じた

効用とし、添え字ｆを人情性、s を道具性、o を一般的とすると、その限界値 D
’は、負の領域

においては Df
’＞Ds

’＞Do
’という順序になっている。たとえ経済的要因によって効用が高まる場

合でも、社会的要因として親しさが損なわれた場合には総効用は負になる場合もある。例えば、

借地需要が存在しないにもかかわらず、農地を無理やり親族、親友に押し付けた場合など、親

族に対しての委託農家の「人情性関係資本」は大きく削り取られ、マイナスになってしまう。 

第二に、関係資本が蓄積される、つまり親しさが増していく場合を考える。増すに従って効

用も増していく。やはり「関係」のタイプによってその程度は異なるが、親しさが増える場合

は減る場合とその順序が異なる。貸借相手が社会的地位を持つ人である「道具性関係」におい

て増加度合いが最も大きく、次いで貸借相手が親族、親友である「人情性関係」、貸借相手が一

般村民である「一般的関係」が最も小さいと考えられる。すでに存在する人情性関係よりも、

新たに形成される功利的な道具性関係が蓄積されていく方が、効用は大きい。限界値 D
’は、正

の領域においては Ds
’＞Df

’＞Do
’という順序になる。例えば、借地需要がある場合、農地を社会

的地位がある人に貸出すと、その人とのコネが深まり、近い将来、転用などに際し何らかの利

便性をはかってもらえる可能性があるので、貸し手の「道具性関係資本」の蓄積によって農家

の効用が高まる。しかし「人情性関係資本」においても、道具性関係ほどではなくても、親族、

親友の農地を引き受ける農家が「農地を耕して相手に協力してあげた喜び」を感じることにな

る。 

 

(2) 予測 

 

A 村と C 村では都市化の度合が異なるため、経済条件、社会的要因が異なる。A 村では農地

供給があるにも関わらず、畜産が中心であり農地需要がない。貸し出す場合は、農外就業の為

に無理に農地を「借りてもらう」といった状況である。借入れる場合は、「借りてあげる」とい
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った状況である。同時に A 村は伝統的農村で、人情性関係がいまだ色濃く残っている一方、道

具性関係は認められない。C 村は農地供給がある中で、稲作に関しては需要はないが、都市近

郊野菜産地で野菜作に関しては農地需要がある。貸し出す場合は「貸してあげる」状況であり、

借りる場合は「貸してもらう」状況である。また都市化がかなり進み、工業用地、宅地への転

用も期待され、収用の可能性大きく、それらを有利に進めたい。つまりその農地の将来の処理

に関して、有力者の地位、コネを利用したいという打算的な道具性関係がつくられやすい。た

だし農村であるので人情性関係も残っている。以上の考察と基本モデルから次の仮説を立てる

(図 3.1 を参照)。 

 予測 1：A 村において貸し出す場合、無理に「借りてもらう」ために関係資本が削り取られ

てしまう。特に貸すことによる人情性関係資本の効用の減少分(ab)は、貸さないことによって

同じだけの親しさを保つことによる効用部分(cd)より大きい。したがって人情性関係において、

貸し出すことの非効用が大きい。 

予測 2：A 村において借入れる場合、「借りてあげる」のであるから、純粋に人情性関係が増

加(たとえば cd)することになり、借入れることの効用が大きい。 

予測 3：C 村において貸し出す場合、「貸してあげる」のであり、今後の農地転用などで有力

者とのコネを期待し、どうせ貸すのであれば社会的地位のある農家に貸したい。つまり道具性

関係が増える程度(ce)が人情性関係が増える程度(cd)よりも大きく、道具性に基づいて貸し出す

ことの効用が大きい。 

予測 4：C 村において借入れる場合、「貸してもらう」ことになる。頼む側にあるので打算的

な行動には結びつかず、道具性関係は関連がない。どうせ借りるのであれば親族・親友のほう

が親しさが増すことになり、伝統的な人情性関係において(cd)、効用が増えることになる。 

 

第4節 農地貸借の意向への logit 分析 

 

(1) 変数の説明 

 

仮説を検証するために、各農家において、農地の貸出と借入に対する意向調査を行った。被

説明変数を、意向があるを 1、ないを 0 とする logit 分析を行う。一般的な農家経済状況に関す

る情報とともに、農地を貸す(借りる)のであれば、「親しい関係だから親族・親友に貸出(借入)」

する、 「貸出(借入)において社会的地位を重視」する、 「人情があるから親族・親友に貸出(借
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入)」する、「面子があるから親族・親友に貸出(借入)」する、「貸出(借入)において高料金でも

親族・親友を重視」する、 「貸出(借入)において幹部を重視」する、 「貸出(借入)において党

員を重視」するといった社会的要因に関連した項目を、その重要さの認識において 1 から 4 ま

での 4 段階で評価してもらい、これらを説明変数とした。社会的要因に関して仮説ごとの予測

は以下のとおりである。 

仮説 1：A 村では無理に農地を「借りてもらう」ため、親族・友人に貸出すと、一般村民に

貸出すよりも人情性関係において大きく効用が減ってしまう。人情性関係を重視する場合は、

むしろ貸出しを控える傾向があると考えられる。したがって、人情性関係を表す「貸出におい

て親族・親友を重視」するほど、貸出す確率は低まるので、符号は負値が予想される。 

仮説 2：A 村では農地を「借りてあげる」ため、人情性関係が増加して効用が高まるため、

人情性関係を表す「借入れにおいて親族・親友を重視」するほど借入れる確率は高まるので、

正値が予想される。 

仮説 3：C 村では農地を「貸してあげる」のであり、今後の有力者とのコネを期待し、 道具

性関係において大きく効用が増える。したがって、道具性関係を表す「貸出において幹部を重

視」するほど、貸出す確率は高まるので、符号は正値が予想される。 

仮説 4：C 村では農地を「貸してもらう」ので、打算的な行動には結びつかず、道具性関係

は関連がなく、やはり人情性関係を表す「借入において親族・親友を重視」することが、正に

なることが予想される。 

仮説 5：以上の社会的要因に関する予測に加えて、規模の経済以外の経済的要因、すなわち

家族属性、土地、農業機械、農外雇用、経営部門についても予測をたてる。 

① 家族属性：世帯主の年齢が高いほど貸出も借入も望まない。世帯主教育水準が高いほど、

農外就業を求め、貸出をしたがり借入を拒む。 

② 土地：農地需要がない場合、

面積が大きい場合は農地が負担とな

り、貸出を望み借入を拒む。農地需

要がある場合はその逆となる。農地

の筆数が多いほど、煩雑で、貸出も

借入も低まる。 

 ③ 農業機械：農業機械を持って

いるほど、借入を望み、貸出しを拒

貸出 借入

- -

+ -

農地需要がない場合 + -

農地需要がある場合 - +

- -

農業機械 - +

- +

+ -

+ -

- +

注：「+」は正を表す .　「－」は負を表す .

出所：筆者作成

①農機械の有無

農外雇用
①農業従事者数

②非農業就業者数

経営部門
①畜産従事日数

②野菜従事日数

表3.2 経済的要因に関する予測

変　　  数

家族属性
①世帯主年齢

②世帯主教育水準

土地
①耕地面積

②耕地の筆数



 

32 

 

む。 

④ 農外雇用：農業就業が多いほど借入を望み、非農業就業が多いほど貸出を望む。 

 ⑤ 経営部門：労働集約型の畜産であれば、土地が余るので貸出を望み、借入を拒む。土地

利用型の野菜作であれば貸出を拒み、借入を望む。 

 以上の仮説に対し、これらを示す代理変数と予想される符号を表 3.2 にまとめた。計算に際

してはそのほかのコントロール変数も利用した。 

 

(2) 計測結果 

 

1）A 村の農地貸借における社会的要因 

1.1）貸出す場合（表 3.3） 

 社会的要因に関しては、「親しい関係だ

から親族・親友に貸出」のみが有意に負

になった。すなわち人情性関係において

は、貸出すことは非効用が大きくしてし

まい、貸出す確率はむしろ減ることにな

り、仮説 1 を実証している。具体的には

以下のように説明される。ある農家が出

稼ぎに行くために、農地を貸出したいと

思っている。しかし、農地が需要不足の

A 村では、親族・親友は自分の土地を借

りても負担になるだけであると考えてい

る。無理して借りてもらうのでは親族・

親友との間の「人情性関係資本」を損ね

てしまい、むしろ効用が小さくなるので、

親族・親友の評価が高いほど貸し出す意

向が小さくなるのである。 

1.2）借入れる場合（表 3.4） 

社会的要因に関しては、「親しい関係だ

から親族・親友に借入」のみが有意に正

変数 B Exp (B)

年齢 -0.814 0.030 ** 0.443

教育水準 -5.380 0.033 ** 0.005

扶養人数 -3.687 0.072 * 0.025

耕地面積 1.969 0.043 ** 7.163

筆数 -0.956 0.061 * 0.385

農機械の有無 -4.629 0.078 * 0.010

晩稲賃刈料金 1.986 0.476 7.288

畜産従事日数 0.046 0.059 * 1.047

非農業兼業者数 1.420 0.395 4.138

サービス業への就業日数 -6.072 0.093 * 0.002

工業への就業日数 2.353 0.891 10.522

家族出稼総収入 0.013 0.694 1.013

親しい関係だから親族・親友に貸出 -2.844 0.035 ** 0.058

貸出において社会的地位を重視 0.829 0.439 2.290

定数 60.362 0.030 ** 1.63964E+26

サンプル数 60

NagelkerkeR2乗

的中率

注：1) 「晩稲賃刈料金」は ,二期作の後期の稲の収穫時の委託費用.

　　 2) ***は1%、**は5%、*は10%の有意水準を示す．

出所：筆者作成

表3.3　　A村　貸出農家の場合 (Logistic 回帰 )

有意確率

0.726

93.3

変数 B Exp (B)

教育水準 0.337 0.654 1.401

農業従事者数 2.951 0.006 *** 19.128

非農業兼業者数 2.007 0.025 ** 7.442

耕地面積 -1.043 0.027 ** 0.352

一筆耕地面積が小さい -8.925 0.043 0

農機械の有無 -0.649 0.554 0.523

稲作従事日数 0.001 0.802 1.001

畜産販売収入 0.025 0.514 1.025

野菜販売収入 -1.848 0.429 0.158

その他農産物販売の有無 -2.936 0.109 0.053

親しい関係だから親族・親友に借入 2.966 0.033 ** 19.415

借入において幹部を重視 0.244 0.858 1.276

借入において党員を重視 -1.78 0.181 0.169

定数 -1.553 0.578 0.212

サンプル数 60

NagelkerkeR2乗

的中率

注：　***は1%、**は5%、*は10%の有意水準を示す．

出所：筆者作成

0.527

88.3

有意確率

表3.4　　A村　借入農家の場合 (Logistic 回帰 )
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になっている。すなわち人情性関係において、借入れることの効用が大きいことを表し、仮説

2 を実証している。つまり、出稼ぎ農家の土地をその親族・親友が借り入れるのは、農業収益

上からはあまり魅力的ではないが、借りてあげることで恩を与え、自分の人情性関係資本を蓄

積できることになる。表 3.1 に示したように、A 村では、農地を貸借した農家数は全戸数の 3

割に達しているが、そのうち親族・親友同士が 44 人で全員の 43%と主要な部分を占めている。

このことからも、この要因に基づく流動化が進んでいることがわかる。 

1.3）農地貸借における経済的要因 

 まず、貸出の場合、世帯主の年齢、扶養人数、農機具所有の有無、及び耕地の筆数は、農地

の貸出に有意にマイナスの影響を与えた。すなわち、農地は老後生活の保障とする役割がある

ため、高齢な世帯主ほど農地を貸出そうとしない。また、食糧確保のため、扶養人数が増える

ほど農地を貸そうとしない傾向もみられる。さらに、農機具を持たない農家ほど農業を続ける

意欲が小さく農地を貸す傾向にあり、耕地の筆数が少ないほど貸出しやすい傾向がある。一方

で、耕地面積と畜産日数は統計的に有意にプラスとなっている。これは面積の広い農家ほど農

地の維持が負担となり、その結果、農地を貸出す傾向がある。また、畜産に従事する農家は自

給用稲作栽培の分だけの水田しか保留しないため、それ以外の農地を貸出す傾向がある。しか

し、教育水準については反対の符号となった。その理由は不明である。 

次に、借入の場合、農業の従事者数が多い家庭はそうでない家庭より同オッズ比が約 19.12

倍高い。これは、専業人数が多いほど農地を借入れる傾向にあるからである。しかし、兼業者

数も有意のプラスの値を示したが、仮説の予測と反対の符号となった。その理由は不明である。

また、耕地面積の回帰係数は有意にマイナスとなっている。つまり農地需要がない場合、耕地

面積が多いほど借入希望がないと考えら

れる。 

2）C 村の農地貸借における社会的要因 

2.1）貸出す場合（表 3.5） 

  社会的要因に関しては、「貸出しにおい

て幹部を重視」のみが有意に正になって

いる。すなわち道具性関係において貸し

出す効用が大きいことを表し、仮説 3 を

実証している。つまり、貸し手は借り手

を選ぶ時、社会的地位がある有力者に農

変数 B Exp (B)

年齢 -0.177 0.013 ** 0.838

扶養人数 0.32 0.677 1.377

非農業就業者数 1.339 0.092 * 3.814

一筆耕地面積が大きい 0.481 0.506 1.617

農機械の台数 1.829 0.074 * 6.226

稲作従事日数 -0.008 0.108 0.992

野菜従事日数 -0.009 0.037 ** 0.991

中稲賃刈料金 10.478 0.048 ** 35535.694

貸出において幹部を重視 3.621 0.038 ** 37.38

人情があるから親族、親友に貸出 -1.044 0.393 0.352

面子があるから親族、親友に貸出 -1.627 0.2 0.196

定数 8.203 0.027 3651.216

サンプル数 49

NagelkerkeR2乗

的中率

注：1)「中稲賃刈料金」は ,一期作の収穫時の委託費用.

       2) ***は1%、**は5%、*は10%の有意水準を示す .

出所：筆者作成

表3.5　　C村　貸出農家の場合 (Logistic 回帰 )

85.7

有意確率

0.576
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地を貸出し、その権力を利用して、将来、貸し出した農地が転用、収用される際の利便性を期

待していると考えられる。 

2.2）借入れる場合（表 3.6） 

  社会的要因に関しては、「親しい関係だ

から親族・親友に借入」のみならず、「人

情があるから親族・親友に借入」も有意

に正になっている。すなわち人情性関係

においてのみ、借入れることの効用が大

きいことを表し、仮説 4 を実証している。

A 村も C 村も、借入れる場合は人情性関

係において効用が高まる結果となってい

る。A 村は需要がないのに「借りてあげ

る」状況であり、C 村は需要があるので「貸してもらう」状況で、その意味は異なる。前者は、

能動的に人情性関係に依存して借入れている。これに対し後者は、基本的には経済的要因で借

りるのであるが、受動的に人情性関係も生かして借入れることになる。したがって、表 3.1 か

らわかるように、A 村では実際親戚・親友から借入れる場合が多いのに対して、C 村では、農

地貸借をする農家数は全戸数の 1 割で、そのうちでも親族・親友同士が 23 人で全員の 35%を

占めるに過ぎない。 

2.3）農地貸借における経済的要因 

 まず、貸出の場合、世帯主は高齢化とともに農地を貸出す傾向にない。これは A 村での解釈

と同様に、農地の社会保障としての属性が関わっている。また、非農業就業者数が多いほど、

農地を貸出す傾向にない一方で、野菜従事日数が多い農家であるほど、農地を貸出す傾向にな

い。しかし、農機械を所有する台数の計測結果は反対の符号となった。その理由は不明である。 

 次に、借入の場合、世帯主の年齢は農地の借入に有意にマイナスの影響を与えた。つまり、

稲作栽培より野菜栽培の方が手間が多く辛いため、高齢の農家にとって借地の需要がない。ま

た、農業従事者数と耕地面積がプラスに有意となった。これは、野菜生産の農業に従事する人

数が多い家庭だからこそ、農地を集積して規模農業を行う傾向にあるからである。そして、請

負地の面積が大きい農家であるほど、野菜生産のためのさらなる規模拡大の要望がある。しか

し、野菜販売収入については反対の符号となった。その理由は不明である。 

 

変数 B Exp (B)

年齢 -0.169 0.016 ** 0.845

扶養人数 1.418 0.149 4.13

教育水準 0.642 0.37 1.899

農業従事者数 1.842 0.032 ** 6.31

耕地面積 1.312 0.024 ** 3.715

農機械の台数 0.933 0.195 2.542

稲作従事日数 -0.011 0.149 0.989

畜産従事日数 -0.015 0.134 0.985

野菜販売収入 -0.282 0.026 ** 0.754

親しい関係だから親族・親友に借入 2.396 0.078 * 10.978

人情があるから親族、親友に借入 3.365 0.027 ** 28.928

高料金でも親族、親友から借入 -1.609 0.285 0.2

借入において社会的地位を重視 1.27 0.496 3.561

定数 -3.525 0.375 0.029

サンプル数 49

NagelkerkeR2乗

的中率

注：　***は1%、**は5%、*は10%の有意水準を示す．

出所：筆者作成

有意確率

0.570

81.6

表3.6　　C村　借入場合 (Logistic 回帰 )
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第5節 おわりに 

 

本章では、中国農村において代耕による農地流動化に、社会的要因である「関係」がいかに

組み込まれているのかを、湖南省の事例において説明した。まず、稲作においては規模の経済

がまだ実現できず、農地流動化への経済的要因が形成されていないことを確認した。しかしそ

れにもかかわらず、個人レベルで流動化が進んできた原因を、社会的要因に求めた。社会的要

因とは、「関係」を資本として蓄積または削り取ることに対する効用または非効用である。こ

の「関係資本」は、増加する場合と減少する場合では効用・非効用に与える影響が異なり、人

情性関係と道具性関係ではその順序も異なると考えて、ツキアイに対してキンクした効用関数

を考案した。 

この枠組みに従って、湖南省都市近郊農村の農家への面接調査によるデータをもとに、借入

れにおいては人情性関係資本が増加するのに対し、貸出しにおいて人情性関係資本が減少する

場合には貸し出すことを控えてしまうこと、また都市化が急速に進む地域では貸出しに際して

道具性関係資本を増やそうとすることを定量的に実証した。「代耕」による農地流動化には、経

済的要因よりむしろ、これまでの研究では無視されてきた社会的要因が深く組み込まれている

ことが実証されたといえる。 

 

 

 

註 1) 代耕は無料で農地をまかせるケースがほとんどであるが、受託者が毎年わずかな謝礼を物、金で委託者

に払うケースもある。A村では代耕はほとんど無料であるが、C 村では野菜栽培農家がこのわずかな謝

礼を委託者に払うケースが主に見られた。ただしこの謝礼は地代ではない。地代は稲作大規模借地農の

形成条件として、「単位面積当り上層農の剰余≧単位面積当り下層農の所得」という判断基準によって

定義される。代耕の謝礼は、農地の単位面積当たりの所得をはるかに下回っており、地代とみなせない。

この謝礼は C 村で 1 畝当り 50～150 元に相当する額となる。これに対して零細農家の平均所得は 1 畝当

り 400 元である。 

2)「個人対応型」とは、社会関係(人間関係)を利用して同じ村内の他の構成員への請負委託などである。こ

れに対して、「集団対応型」の農地貸借もある。「集団対応型」とは、村内外の専業農家または企業が経

営する生産基地や大規模経営に、村が集団で農地をリースする形態である。 

3) 中国農村においては、血縁関係・地縁関係でのツキアイや相互扶助といった社会的関係が濃密です。中

国農村社会で築かれてきたこの関係は、血統のつながりで生れつきの関係で形成されるか、あるいは伝

統、歴史、慣習、宗教などの文化的な要素により長年に渡って形成されてきたものです。つまり、この

関係は古くから人々の中に根付いてきたもので、数十年経っても変わることはありません。よって、本

章のデータは、代耕という在村農家間の農地貸借に組み込まれている「社会的要因」(関係)に関する農家

の意識調査なので、2009 年にとったデータだとしても、80 年代から始まった代耕のメカニズムを説明す

ることができると考えます。 

    4) 効用関数の考察については、たとえばセイラー、2008 を参照。 

    5)「人情性関係」の指標は、調査票の中で「人情があるから、貸出(借入)したい」などの「人情性関係」の

重要性を表す 7 項目を 4 段階で評価してもらい、その平均値を取ったものである。そこで、A村におい

ては「人情性関係」が 2.8 で C 村より高いので、伝統的農村社会の慣習を強く残し、血縁、地縁関係を
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重視していることを表す。A 村と C 村との間で、この「人情的関係」の評価に、統計学的に有意な差が

あるかどうかと言えないが、現地調査時に確認された傾向と一致している。 

  6)「道具性関係」を表す指標は、「幹部を重視するから、貸出(借入)したい」などの「道具性関係」の重要

性を表す 5 項目を 4 段階で評価してもらい、その平均値からなる。そこで、C 村においては「道具性関

係」が 2.6 で A 村より高いので、村幹部等の有力者に貸し出したいという道具性関係の繋がりを重視し

ていることを表す。A 村と C 村との間で、この「道具性関係」の評価に、統計学的に有意な差があるか

どうかと言えないが、現地調査時に確認された傾向と一致している。 
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第4章 中国における違法な農地流動化の実態と要因ならびにそ

の防止対策 

―湖南省長沙市近郊農村を事例として― 

 

 

第1節 はじめに 

 

 本章では、第 2 期(農地流動化の解禁期)において引き起こされた違法な農地流動化について

議論を行うことにした。 

90 年代の憲法と土地管理法の改正により、流動化が解禁された時期に変わった。しかし、流

動化の方法、貸借契約等に関する法の不十分さがあったため、違法な農地流動化が多く見られ

た。違法な土地利用とは、「農村土地請負法」や「土地管理法」等の法律・規定に反する行為で

ある。これまでの違法な土地利用に関する研究は、主に不正な土地収用に焦点が当てられてき

た(汪[2002])。曲ら(2001)は、不当な土地の収用価格の形成と不正な収益配分に着目し、違法な

収用での経済的な誘因を検討した。また、中央政府のモニターの不足と地方政府間における過

度な競争も違法な収用の誘因として挙げられている(劉ら[2010])。しかし、2008 年に開催され

た中国共産党第 17 期第三回全体会議以降、農地流動化が推進され、多くのメディアでは、違法

な農地流動化問題に注目が集まるようになった。それに従って、違法な農地流動化が学術的に

も注目され始めたが、いずれの既存研究においても、詳しく分析されたものはまだない(韓

[2012])。 

この点を踏まえて、本稿では、主に「農村土地請負法」に反した違法な農地流動化(①強制的

な農地集積、②商工企業の農地の非効率な乱用現象、③地方政府による地代の横取り、④裏転

用問題)の実態とその要因を、また規制策としての土地専業合作社による是正効果について、湖

南省を事例として明らかにすることを課題とする。 

湖南省を取り上げた理由は、同省が中国内陸の農村地域の代表として農地流動化が相当程度
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進展してきているとともに、例外なく強制的な農地集積や裏転用問題等の違法な流動化が現れ

ており、また都市近郊地域で違法な流動化の抑制策としての土地専業合作社が設立された地域

だからである。なお、中国全土における違法な農地流動化にはさまざまな類型が存在する。本

稿での類型化は、長沙市農業経済管理局(以下、市経管局を呼ぶ)と湖南省長沙市周辺での聞き

取り調査によって整理されたものである。なぜならば、違法であるがゆえに、違法な流動化に

関する統計、資料は公表されていないからである。あくまでも考察は、湖南省長沙市近郊農村

の事例分析にとどめており、限られたものとせざるをえなかったことをあらかじめ断っておき

たい。 

 

第2節 違法な農地流動化の実態 

 

中国の農地流動化は、農地の売買が禁止

されているため、貸借による経営権の移転

によって担われる(図 4.1)。したがって違法

な農地流動化は、「農村土地請負法」に反す

る経営権の移転となる。ここではそれを①

強制的な農地集積、②商企業者による農地

流動化での契約不履行、③地方政府による

地代の横取り、④裏転用として類型化する。ここで言っている地方政府とは、農地流動化事業

の実施を行う郷鎮政府と村委員会を指す。以下の事例においては、市経管局の関係者と事例に

関わる当事者への聞き取り調査を通じてその違法な農地流動化の実態を明らかにした。 

 

(1) 強制的な農地集積 

 

「農村土地請負法」の第 34 条によると、

農地請負経営権を移転できる主体は、農地

の経営を請負った者に限られる。請負者は、

法律により、農地請負経営権の移転の是非

と移転の方式を自主的に決定することがで

きる。しかし現実には、請負者でない地方

図 4.1 農地権利と農地流動化 

出所：聞き取り調査より作成． 

農地 

所有権 ⇒ 集団所有 

請負経営権 ⇒ 農家 

（利用権） 

請負権 ⇒ 農家 

経営権 ⇒ 借手 

農地流動化 

図 4.2 強制的な農地集積 

出所：聞き取り調査より作成． 

農家の 

請負経営権 

 

請負権 ⇒ 農家 

経営権 ⇒ 農家 経営権 ⇒ 農家 借手 

貸出 強引に取得 

地方政府 

貸出拒否 

× 

過剰対応 
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政府が請負った農家の意思に背いて強制的に農地を集積することが度々みられる。図 4.2 のよ

うに、貸し出す意欲がない農家は借り手の借入要求を拒否できるはずである。しかし地方政府

は強引に農家から農地請負経営権を取り上げ、借り手に貸し出すことがある。これは中央政府

の 2001 年の通達により禁じられた「反租倒包 1」と呼ばれる制度に当たる。ただし、筆者が調

査を行った 2013 年時点で、調査地域において「反租倒包」による強制的な農地の移動は見当た

らなかった。代わりに、村民委員会は村のプロジェクトを推進するため、農地を無理やり農家

から回収し、自ら土地の開発を行うという強制的な農地集積もある。これは村民委員会による

「反租」に当たるといえる。さらに、農企業が直接農家から農地を借入れる場合、村民委員会

は農企業から仲介手数料をもらい、貸し出す意欲がない農家にプレシャーをかけるなどの強制

的な農地集積もある。いわばこれらのことは、地方政府による行政の過剰対応といえる。具体

的に、事例 1 でこれを紹介しよう。 

[事例 1]：長沙市 CS 県 HH 鎮 CF 村の農家 W 氏の農地(3.6 畝)が、1,200 元/畝で強引に貸出さ

れる事件が起こった。これは、2012 年 6 月、村委員会が「農業生態農場」を建設するため、貸

出意思のない W 氏に対し強制的に農地貸出契約書へサインさせたというものである。この 3.6

畝の農地は W 氏一家にとって生きる術であり、貸出すつもりは全くなかった。しかもこの契約

書は W 氏にとって不利益な内容であったため、サインすることを拒否した。その後、交渉が進

展しなかったため、村委員会は、W 氏を説得し続けながらも、業を煮やして W 氏の水田の上

に石炭の燃え殻を撒いてしまった。このことにより、W 氏は数千元の損失を被り、生活ができ

なくなってしまった。その結果 W 氏は農地貸出契約書にサインせざるを得なくなった。これは

村委員会による、いわば行政の過剰執行といえる行為によって引き起こされた違法な農地集積

の実態である。 

 

(2) 商企業者による農地流動化での契約不履行 

 

「農村土地請負法」の第 33 条によると、

農地経営権の移転を受ける側は、農業経営

を行う者でなければならない。中央政府は

商企業者による長期的で大規模な農地貸借

を抑制している。しかし、地方政府は財政

上の業績を上げるため、農業経営をするか

図 4.3 商企業者の農地流動化での契約不履行 

出所：聞き取り調査より作成． 

農家の 

請負経営権 

経営権 ⇒ 農家 

請負権 ⇒ 農家 

⇒ 商工 

企業 

放任 

地方政府 

貸出 

× 
契約不履行 

規制依頼 

対応不備 

農家 

⇒ 

経営権 

農家 

⇒ 

請負権 

請負経営権 

農家の 

農家 
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を十分審査せず、商企業者による農地流動化も推し進めていった。その結果、農地が商企業者

にも貸出されることになった(以下図 4.3 を参照)。商工業者が農業経営をすればよいが、そうで

ない、いわば契約不履行する場合も多々あった。農家は商企業者に対する規制を地方政府に依

頼したが、地方政府は商企業者の契約不履行を放任してしまった。いわばこのことは、地方政

府による対応不備といえる。事例 2 からこのことを確認したい。 

[事例 2]：商企業者 R 氏は、農業経営の利益よりも農地集積による政府の補助金の取得を狙

いとしていた。R 氏は農業経営の名目で、2010 年に長沙市 NX 県 QZ 鎮 HJ 村にある 81 畝の農

地を 1,000 元/畝で借り入れた。しかし R 氏は、QZ 鎮政府から補助金を受け取っただけで、農

業経営をするという契約を履行せず集積してきた農地を耕作放棄地としてしまった。そうであ

るにもかかわらず、鎮政府は商企業のこの不正行為を放任してしまった。流動化への補助金は

かえって、農地利用の不正な歪みをもたらしてしまうのである。 

 

(3) 地方政府による地代の横取り 

 

「農村土地請負法」の第 36 条によると、

農地経営権を移転する際に支払われる地

代は、当事者双方が協議して確定しなけ

ればならない。移転による収益は請負っ

たものの所有となり、如何なる組織や個

人であっても勝手に保留したり搾取した

りしてはならない。しかし、現状はこの

法制度に反する事態が全国至るところで発生してしまった。図 4.4 のように、地方政府は農家

から依頼された農地を借り手に貸し出す。しかし、地方政府は借り手から支払われた地代の一

部または全てを農家へ渡さなかった。このことは地方政府による農家の収益権の侵害といえる。

具体的には事例 3 から確認することができる。 

[事例 3]：長沙市 CS 県 JB 鎮 ZTX 村委員会は、地代の 44%を横取りした。ZTX 村委員会はあ

る農業企業の依頼を受けて 2010 年に 60 名の農家から 150 畝の農地を 1,000 元/畝で 17 年間借

入れた。しかし、村委員会の幹部は実際これらの農地を農業企業と 1,800 元/畝で契約して貸し

出した。村委員会は農家との契約内容を捏造するため、事情がわからない家族や親戚などの農

家本人以外に契約書へサインさせた。この捏造契約を用いて本来農家に支払われる 204 万元は

図 4.4 地方政府による地代の横取り 

出所：聞き取り調査より作成． 

農家の 
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すべて村の収益となったが、村幹部はそれを横取りした。これは、村委員会による農家の農地

権利の自由度に対する不正侵害によって引き起こされた、違法な農地集積の問題といえる。 

 

(4) 農地の裏転用問題 

 

「農村土地請負法」の第 8 条では農業用

地を法律により許可を得ないまま農業以外

の建設用地に転用することは厳格に制限さ

れ、耕地は特別に保護されている。また、

同法の第 33 条によると請負経営権の移転

の際、土地所有の性質とその農業用途を改

変することはできない。しかし、現実は農

地流動化の名目で取得した農地が無断で建設地に転用されてしまう事態が起きている。図 4.5

のように、地方政府は農家から借入れた農地の農業用途を勝手に変更し、建設地として土地利

用者に違法転用してしまう。これは地方政府による農家の農地処分権の侵害といえる。具体的

には事例 4 から確認することができる。  

[事例 4]：長沙市 CS 県 MY 鎮 NJ 村は 2006 年以降、「以租代征」(賃貸により収用を代替させ

る) という方法により、農業経営の名目で集積してきた 147 畝の農地を建設用地に裏転用して

しまった。農地の収用は、必要な収用コストが「以租代征」より 4～5 倍高くなる上、手続きも

複雑である。そこで村委員会は鎮政府の指示を受け、まず農家と農地の貸借契約を結んだ。そ

の後、村委員会はこれらの農地を建設用地として、JK コンクリート有限公司等の会社 6 社に高

く転売してしまった。このような、「以租代征」という方法で転用された農地面積は全国の裏転

用総面積の大半を占めているため、中国では深刻な問題となっている。これは鎮政府と村委員

会の協働による農家の農地権利の自由度に対する不正侵害によって引き起こされた、違法な農

地集積の問題といえる。 

 

第3節 違法な農地流動化の要因分析 

 

以上の違法な農地流動化を、市場の失敗と政府の失敗という視点からまとめてみたい。先行

研究では農地市場は成立することが難しい状況にあるという市場の失敗が多く指摘された（浅

図 4.5 裏転用問題 
出所：聞き取り調査より作成． 
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見[2009]）。市場の失敗、即ち農地市場が充分に機能していない原因は、農地の財産権が不完全

に確定されていることによる高い取引費用にある(Song[2005]、(韓[2012]))。また、農地請負権

と経営権が未分離で、農地の財産権が不安定であると、取引費用が高くなり、農地市場が充分

に機能していない要因となります(伊藤[2015]、丁[2015])。従って、農地流動化は市場原理の下

では農地資源の配分がうまく行かない場合、まずは政府の介入が必要となる。しかし、上記の

事例によると、地方政府が介入した結果、むしろ違法な農地流動化を引き起こしてしまってい

る。つまり、政府の失敗といえる。事例分析をふまえると、ここで政府の失敗は農地流動化に

対する行政の過剰対応と対応不備、また農家の農地請負経営権に対する不正侵害という、2 つ

の要因に分けることができる。以下では、これらの 2 つの要因から、政府の失敗がどのように

違法な農地流動化を招いてしまったのかを考察する。 

 

(1) 違法な農地流動化に対する行政の対応：過剰対応と対応不備 

 

まず、違法な農地流動化の、

実態①強制的な農地集積と、実

態②商企業者の農地流動化での

契約不履行を引き起こした、行

政の対応を検討する。ここでい

う過剰対応とは、政府が行政サ

ービスをし過ぎることとする。

反対に、しなさ過ぎることを対

応不備としている。周知のよう

に、取引費用が低く交渉がうま

くいく場合、政府の介入は不必要かつ望ましくないのであり、逆に取引費用が高く交渉がうま

くいかない場合は、政府の介入は必要かつ望ましいということになる。従って、交渉の取引費

用に関連して政府介入の閾値が存在する。つまり交渉がうまくいく領域と、交渉ではうまくい

かない領域とに区別する閾値である。図 4.6 は政府の過剰介入と過少介入を表すイメージ図で

ある。横軸は取引費用とし、図の上部は政府の過剰介入、下部は政府の過少介入を表す。閾値

に対して取引費用が小さい場合は、政府の介入よりも市場での効率的な農地配分が望ましいは

ずである。それにも関わらず、政府は自己利益のため閾値より左側から介入してしまう。この

 

閾値 

閾値 

政府の過剰介入 

政府の過少介入 

市場 

市場 

図 4.6 政府の過剰介入と過少介入 

出所：聞き取り調査より作成 
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場合は、政府の農地流動化に対する行政サービスの過剰介入となる。逆に取引費用が大きい場

合は、政府の介入による効率的な農地配分が望ましいにも関わらず、政府は自己利益のため閾

値より右側から介入していまう。この場合は、農地流動化に対する行政サービスの過少介入と

なる。以下で、このことを詳細に説明する。 

1) 違法な農地流動化に対する行政の過剰対応 

中央政府が大規模経営による農地の集積を促進する政策を提起すると、地方政府（党幹部）

は行政成果を上げて中央政府にアピールするため、この政策の推進を目的として、農家の意思

に反して強引に大規模経営を作り出そうとした。同時に、地方政府は農地集積によって農企業

から毎年畝当り数元から数十元の手数料を取得することができる。2006 年の農業税関連諸税の

廃止によって、地方政府の財政収入は著しく減少しており、地方政府は財政を維持するため、

農家の意思に反して、行政の過剰な介入という形で、①強制的な農地集積を行うインセンティ

ブを持ってしまった。 

2) 違法な農地流動化に対する行政の対応不備 

実際に農地流動化の業務を行う地方末端組織は、郷鎮政府にある農村経済管理ステーション

(以下経管ステーションという)という部門である。しかし、経管ステーションは地方政府の事

業部門であり、行政執行権と懲戒権を持たないため、違法な農地流動化を阻止する力が弱い。

また、経管ステーションは行政部門として扱われておらず、かつその職員も公務員として扱わ

れていないため、政府からの割当金が非常に少ない。したがって、経管ステーションの職員は

違法な農地流動化への対応に消極的になりかねない。そのため、地方政府は②商企業者の農地

流動化での契約不履行を放任しがちであったといえる。一方で、農業関係諸税の減免が実施さ

れて以降、地方政府の財政収入減少によって経済力が弱まり、特に多くの村委員会は事実上形

骸化している傾向がある。たとえ不正な契約不履行が起こったとしても、形骸化された村委員

会はそれを阻止する力を持たず放任する行動を取りかねない。 

 

(2) 違法な農地流動化における農家の農地請負経営権に対する不当な侵害 

 

次に、違法な農地流動化の実態③地方政府による地代の横取りと、実態④裏転用を引き起こ

した、農家の農地請負経営権に対する業務上の不当な侵害を検討する。中国の土地請負制にお

いては、農地の所有権と請負経営権の「分離」が行われた。図 4.7 は農家の農地権利の自由度

に対する不当な侵害を表すイメージ図である。農地の請負経営権を有する農家は農地に関して
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使用、収益、譲渡、抵当権

を持つ。これらの権利に対

する不当な侵害とは、地方

政府が無断で農地の請負経

営権を操作しながら農家が

執行できる権利の大きさを

縮小させることである。図の右側に示したように、政府の業務上の不当な侵害により農家が執

行できる権利は収益権の一部しか残らなかった。ここでは地方政府による業務上の不当執行の

問題となる。これは取引費用アプローチで説明できる領域を超え、中国の独自の事情が関連し

ている。 

中国の地方財政は、90 年代半ばまでに郷鎮企業・村営企業の発展による資金蓄積の増大によ

り支えられてきたが、90 年代末から国有企業や外資企業との競争により、郷鎮企業・村営企業

は困難な状況に陥り、その一部は撤退せざるを得なくなった。このような経済状況の中で、地

方政府は財源を郷鎮企業・村営企業(税金と利潤)から「土地財政」に変えた。しかし、ある地

方では幹部に対する監督が不十分で、財務状況が公開されていない、民主的な政策決定がなさ

れていない等の問題があった。その結果、地方政府による農家の農地権利を侵害する行為が頻

繁に起こっていた。一方、中央政府は 90 年代末から厳格な収用規制を講じた。よって、土地収

用の補償問題、煩雑な手続き、法制度の規制などは地方政府にとって不都合となった。その代

わりに、農地流動化の名目で取得した農地を無断で建設地に転用していくことは地方政府にと

って好都合となった。すなわち、流動化という形であると、収用に関する法制度の規制対象か

ら除外されることができる一方、地方財政の補充と地元の経済発展への寄与も期待できる。し

たがって、地方政府による違法な農地流動化の実態③と実態④で示した農家の権利の侵害を引

き起こしたのである。この実態③と実態④は地方政府による農地の使用権、譲渡権、処分権、

及び収益権(一部)に対する権利にどこまで侵害することができるのか、という問題である。 

こうした地方政府の過剰・不備な介入、または侵害が違法な農地流動化に拍車をかけてしま

った。農地流動化を市場メカニズムと政府の介入だけに委ねていては機能障害に陥る可能性が

ある。対処方法を考えなければならない。その 1 つに、「土地専業合作社」の設立による対応が

ある。特に対象とした長沙市近郊において、積極的に採用されている救済方法である。以下、

これを詳しく説明しょう。 
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収益権

処分権

抵当権

不正
介入後 使用権

農地
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図4.7 農地権利の自由度に対する不当な侵害
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第4節 土地専業合作社の設立による違法な農地流動化の抑制 

 

土地専業合作社とは、農家の農地請負経営権を株化してから株を出資金として供出し、共同

で合作社を形成する一方で、農地の経営権を合作社に委託し共同で農地のリースまたは直営農

場 (生産基地)の経営を行うことである。土地専業合作社は合作社法に基づき正規の合作社を形

成し、共同の度合が強く、合作社の理事長は社員農家と相談しながら農地利用の意思決定を行

う。農地集積による出資金をもとに生じる規模の経済性による利益は、配当として農家に配分

する。農地の経営権を合作社に委託した後、農家は直営農場で働くこともできるし、出稼ぎも

できる。また農家民宿の経営をする場合もある。つまり、土地専業合作社は農外転用に一切関

わらず、農業目的で流動化の仲介業務と自営農場の生産・経営のみを行う合作社である。ただ

し、土地専業合作社は未だに合作社法の適用対象となっていないが、湖南省の合作社法の地方

実施規程では土地専業合作社も一般の農民専業合作社と同様に位置付けており、関連政策の対

象となっていた。よって、本論文においては、土地専業合作社も農民専業合作社も農民合作組

織の設立を契機として、流動化を促進する目的が一致しているため、同じように扱うことがで

きると考える。 

 

(1) 違法な農地流動化に対する土地専業合作社の役割 

 

土地専業合作社は工商局に登録した正式な法人であるため、法に基づき法律上の権益が保護

される。いかなる組織や個人であっても、合作社及びその社員農家に経済的な損失を引き起こ

した場合、法律上の責任を追及される。 

1) 強制的な農地集積の抑制 

土地合作社条例によると、合作社は農家の合法的な権益を保護し共同の利益を実現すること

を目的とする。農地の委託は農家の自己意思によって決められる。いかなる組織と個人も、農

地請負経営権の譲渡を進めるにあたって強制または阻害をしてはならないとされている。 

2) 商企業者の農地流動化での契約不履行の抑制 

土地合作社条例によると、合作社の社員の中で農家の割合は少なくとも社員総数の 80%以上

を占めなければならない。こうして、商企業者の参入制限によって、契約不履行による耕作放

棄を抑制できるようになる。 

3) 地方政府による地代の横取りに対する抑制 



 

46 

 

土地合作社条例によると、合作社の積立金、公益金、リスク対応準備金と管理費用を引き出

した後の剰余金は、出資額と取引量によって社員農家に配当される。また農地請負権の株化の

仕組みは、農家の利益が地方政府に搾取されることなく、農家に確実に渡ることを保証してい

る。こうして、地方政府の地代の横取りに対する抑制ができるようになる。 

4) 裏転用の抑制 

土地合作社条例によると、重要な議題は合作社社員の議決権総数の過半数以上で可決されな

ければならない。即ち、合作社の土地利用計画、農地移転の是非、土地開発プロジェクト等の

重要な議決は、過半数以上の社員農家の同意を得る必要がある。農地利用に関する決定権が社

員農家側にあるといえ、裏転用を抑制できるようになる。 

以上のような、土地専業合作社における、農民組織としての性格の強化、剰余金配当請求権

の設置、参加型意思決定の構造は、機能していない農地市場と不正な政府の介入を補完する役

割を持つことになり、違法な流動化を防ぐことができたといえよう。 

 

(2) 調査事例による検討 

 

事例 1「GM 土地専業合作社」：長沙市 WC 県 GM 村では合作社が設立されるまで、度々違法

な農地流動化が起きてしまった。違法な農地流動化を抑制するため、2008 年に同村の 26 小組

420 戸の農家の合意のもと農地を株化して換算し、総計 554,600 元の出資金を出して、GM 土地

専業合作社が設立された。集積してきた農地は 8,149 畝で、そのうち水田が 2,149 畝、畑が 1,200

畝、山地が 4,000 畝、水面が 800 畝であった。そして、合作社は農地の株化を通じて農家の剰

余金配当請求権を設置することになる。農地を株化する基準(最低限の「保証価格」)は、水田

が 350kg/畝の籾、畑が 200 元/畝、山地が 100 元/畝、養魚池が 120 元/畝と決められた。1 株は

畝当たりの水田の保証価格を基準にして換算している。合作社は集積してきた農地の一部を直

営農場として経営しているが、一部の農地は農業会社にリースした。直営農場としては社員農

家を雇って 300 畝の無公害野菜基地と 200 畝の果物基地を経営している。また、合作社は農家

の参加型意思決定構造により、社員集会で農家の了承を得た上で、土地利用について 11 社の農

業会社と契約し、水田 2,049 畝、畑 60.5 畝、山地 805 畝及び養魚池 380 畝を貸出した。これら

の農地は野菜基地、ぶどう園、茶畑、れんこん畑、育苗畑等の農業生産、また観光農園、農業

体験施設、農業研修センター等として利用されている。一部の社員農家はこれらの農業会社に

雇われている。したがって、農家にとっては農地の地代だけでなく、合作社の株からの配当と
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賃金が得られるため、収入は大きく増えた。例えば、社員農家 T 氏は 5 畝の水田を請け負って

いる。合作社に参加する以前は、稲作だけでは純収入が年間 2,000 元しかなかったが、合作社

に参加した後は、保証価格による配当を 5,000 元、また農業会社から 100 元/日の賃金を得てい

る。この配当の仕組みは農家の農地に対する収益権を確実に保証することになった。 

事例 2「HQ 土地専業合作社」：かつて違法な農地流動化が起こっていた長沙市 NX 県 HQ 村

は、土地利用を規制するため、2010 年に同村の 249 戸の農家から 1,039.3 畝の水田を集積して

HQ 土地専業合作社を設立した。そして、集積してきた水田を株に換算し、総計 415,720 元の出

資金を集めた。1 株は畝当たりの水田の生産高を基準にしているため、農家の剰余金配当請求

権の設置ができた。水田の 1 畝は 200kg の籾に相当する。1kg の籾は 2 元であるので 1 株は 400

元となる。合作社の土地利用については社員集会で農家の意思により直営農場の経営と農地の

リースを行うように決められた。その土地利用の計画内容により、直営農場としては社員農家

を雇って、82.3 畝の花卉苗木基地と 60 畝の野菜基地を経営している。また、合作社は 897 畝の

水田を貸出した。ほとんどの水田は稲作基地としてそれぞれ県農業局(180 畝)と大規模農家(700

畝)に貸出した。残った水田は養鶏場(3 畝)、養豚場(8 畝)及び幼児園の農業体験農園(6 畝)とし

て貸出されている。土地合作社という組織化の役割を活かした農地資源の効率的配分を実現で

きた結果、農家の収入は大幅に増加したと聞きとっている。 

 

第5節 おわりに 

 

本稿では湖南省の調査事例を用いて、今までの研究では扱われることはなかった違法な農地

流動化の実態と、その要因を明らかにしながら、その抑制策である土地専業合作社の役割を検

討した。湖南省長沙市近郊では違法な農地流動化は、①強制的な農地集積、②商工企業の農地

の非効率な乱用現象、③地方政府による地代の横取り、④裏転用問題として現れている。その

要因は、主に地方政府の失敗であり、行政の過剰対応または対応不備、農家の農地請負経営権

への不正侵害という 2 つの要因である。そして、政府の過剰対応または対応不備は、実態①と

実態②の現象を引き起こし、農地請負経営権に対する不正侵害は、実態③と実態④の問題を引

き起こした。 

一方で長沙市近郊では、土地専業合作社の設立を通じ、計画的に農地利用を図ろうとしてい

る。今後、土地専業合作社の設立を推し進めていくべきであると、提言する。 
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註 1) 反租倒包とは、村民委員会が請負に出した農地を農家から回収し、農地を再度大規模農家や農業企業に

請負わせることです。この場合、村民委員会は大規模農家や農業企業からもらった高い請負代金の中か

ら、その一部だけ農家に支払います。「反租倒包」の場合、それを賛成する農家と賛成しない農家が存在

します。村民委員会が賛成しない農家に対して強制的な手段で農地を回収することを強制的な農地集積

として考える。中央政府が 2001 年に公布した 18 号通達によると、「反租倒包」による農地の移動を禁じ

ていた。しかし、その後、実施した 2003 年の「農村土地請負法」と 2005 年の「土地請負経営権の流動

化に関する管理方法」においては、両方とも「反租倒包」を禁じる条文を入れなかった。また、「反租倒

包」を支持する意見も反対する意見も両方とも出ている(呉［2001 年］)。したがって、このような背景

のもとで、「反租倒包」による農地の移動は地方で途絶えたとは言えない。 
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第5章 中国農村での垂直的組織化と農地への投資行動 

－湖南省を事例として－ 

 

 

第1節 はじめに 

 

 中国ではよく知られているように、経済発展を支えた農村からの労働力流出は農村部に零細

規模と担い手不足という構造問題を顕著化させてしまった。その解決のために、中国政府は農

地流動化と農民専業合作社(以下合作社)という 2 つの戦略を農村発展の要としている。これは

流動化により規模の経済を伴う投資が行える農地規模を実現し、合作社による大量取引の利益

で収益性を高めようとする戦略である。 

まず、農地の流動化について見ると、その面積は 2011 年までで全国総耕地面積の 16%を占

めるまでになった 1。流動化というと一般的には市場を介した 1 対 1 の農家レベルでの農地集

積のことを表し、先行研究ではいずれもこの流動化について検討されている(仙田[2005]、周他

[2010])。しかし、農地市場による流動化は極めて限定的である。むしろ現実は農業会社や合作

社の直営農場の設立による流動化が増加し、そこでの大規模な面積での投資が重要視されてい

る。加えて注目すべきは、中国政府は合作社の設立を契機に農家が合作社に社員として参加す

る形での農地集積を農地流動化として捉えていることである(田[2012])。それは、市場の働きを

補完する組織によって、統一的に農地を利用することになるからである(Deininger et al. [2005]、

生源寺[1998]、Yao[2000])。つまり、農民専業合作社による直営農場の設立だけでなく、農民専

業合作社の設立を契機として、農民専業合作社への農地を持ったままでの社員農家の参加も、

生産基地建設として、広義の流動化として、とらえられている。 

ここでの直営農場とは農業会社や合作社が農地を長期的に借り自らが生産し、それを加工・

販売することである。合作社の社員による農地集積とは農産物の集積的集荷による利益を合作

社と社員の組織化で実現し、各農家が効率的に農地を利用する形態といえる。前者の合作社の

直営農場が農地流動化として扱われることは理解できる。しかし、なぜ中国では、後者の社員
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参加型での農地集積も流動化として扱われるのだろうか。それは合作社の設立で大量取引での

利益が実現でき、その結果農家が各商品作物に特化し、販売のために各農家の農地が積極的に

利用され、適正な投資が行われると期待されるからである。流動化というより、農地の集積的

な利用により農地への積極的な投資を引き出すという観点で、合作社での直営農場も社員参加

による農地集積も一律に扱われているのである。 

次に、合作社について見ると、農業産業化の一環として、産地商人、龍頭企業が主導する形

で数多くの合作社が設立され、2012 年にその数は 55.2 万社となった 2。合作社の研究は緒につ

いたばかりであるが、たとえば張他(2012)は合作社での参加農家の協力による収入増加を、ま

た蔡(2011)は合作社での大量取引による農産物の取引費用節約を指摘しており、いずれの研究

でも農民の協力による大量取引の利益が強調されている。しかし、これらの研究では流動化で

課題とされる合作社での直営農場や社員参加の形での農地の集積的な利用という問題は扱われ

ていない。即ち、合作社での流動化、合作社での農地への投資問題が全く扱われていない。 

以上のように、もともと農地流動化は規模の経済を伴う投資が行える農地規模の実現を課題

とする一方で、合作社は組織化による大量取引の利益で収益性を高めようとすることが課題で

ある。しかし、現状の政策では上述したように組織化による大量取引の利益を求める合作社に

より、流動化による規模の経済を伴う農地投資の実現を課題にするというように、両者の課題

が混在している。よって組織化と農地への投資行動の両視点から論点を整理し直さなければな

らない。特に直営農場、合作社といった形態の違いから、農地への投資行動の違いがどうもた

らされるかを分析しなければならない。しかし、これまでそれを扱う研究はなかった。 

つまり、これまでの中国の農地への投資に関する研究は、いずれも合作社とは関係なく投資

行動に影響を与える要因の検討がなされてきた。例えば、不完全な土地所有権制度は労働力、

化学肥料等の投入にマイナス影響を及ぼさないが長期的な投資にマイナス影響を及ぼすこと

(姚[1998])、また農地の流動化に関連して、農地の貸借期間が長いほどたい肥とリン酸肥料の投

入増加をもたらし( Li，et al.，[1998])、安定的な農地使用権は長期的な地力の増進に有意に影響

を与える一方、正式契約がなければ地力の衰退を招いてしまうこと(兪他[2003])が指摘されてい

る。さらに、王他(2009)は農家の収入構造から農地投資への影響を定量的に検討し、周他(2010)

は農家類型別にみると、専業農家、兼業農家、一般農家、貧困農家の順番で農地への投資水準

が低くなる傾向にあることを検証した。また、闞他(2011)はアンケート調査結果を利用し農家

の家計特性の農地投資への影響を定量的に実証し、、さらに孔他[2011]、郜他[2011]は、「承包地」

か貸借地か、貸し手が親友であるかないかにより農地投資の差異を比較している。しかし、い
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ずれも合作社と農地への投資行動の関係には触れられていない。また、本章で言及している農

地への投資とは土壌改良、農地のインフラ整備のためにかかった投資費用だけでなく、そこに

投入した労働力と努力、及び技術などの人的投資により発生した費用も含む 3。 

それでは合作社も農地への投資行動も一律に分析するにはいかなる視角が必要であるのだろ

うか。それは、農産物の買手である農業会社や合作社と売手である農家の「垂直的組織化」と

いう枠組みである(石[2000]、浅見[2003])。合作社とは、売手と買手の組織化である。買手であ

る合作社への、売手である農家の「垂直的組織化」の中で、各農家の農地が積極的に利用され、

適正な投資が行われることも、現地では広義の流動化としてとらえられていた。このような広

義の流動化も含めて分析するために、不完備契約理論の中で両者の間での所有権の割り当てと

いう組織化と投資行動の効率性を説明しようとする理論が出てきている。特に注目されている

のが、過小投資を引き起こす「ホールドアップ問題」を回避するために垂直的統合が行われる

という視点である(Hart, et al., [1986]、ミルグロム他、[2009]、柳川[2005]、浅見[2003])。これら

の理論を援用することで、垂直的組織化として合作社と農地への投資行動の論点を整理できる

のではないだろうか。本章では、これまでの研究では扱われたことのなかった合作社と農地へ

の投資行動を、これらの視点から分析していくことに独創性がある。 

垂直的組織化のもとでの農地利用と合作社については、以下のように纏められる。まず農地

利用に関しては繰り返しになるが、直営農場とは、農業会社や合作社が農地を長期的に借り、

自らが生産しそれを加工・販売することであり、垂直的農地統合の形態といえる。合作社の社

員による農地集積は、合作社と社員の間で垂直的に農家が組織化された中で、各農家が効率的

に農地を利用する形態といえる。また、合作社に関しては、これは農業産業化として農家を組

織化したものであり、農業会社と農家の契約生産の垂直的な関係の発展形態でもある。その結

果として、合作社が農家との垂直的な関係で農産物を買付けるか、あるいは合作社の直営農場

から直接農産物を調達するという枠組みでも捉えられる。垂直的組織化として括ることにより、

契約生産も加えて、これらを同じ土俵で整理することができる。合作社の視点からは農業会社

や合作社による農家からの農産物調達制度としての側面から考察がなされる。しかし農地利用

の視点からは農産物調達の側面ではなく、農地に積極的に投資が行われ、農地が適正に利用さ

れているかどうかの側面を検討しなければならない。 

本稿では、直営農場、合作社、契約生産を対象に、農産物調達制度と農地への投資行動とい

う本来は異質なものを統合することで、中国の農業生産の垂直的組織化の形態の違いについて

分析したい。特に、農民専業合作社の社員参加による生産基地の設立までも含めて、広義の流
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動化としている政策に対し、合作社の形成が農地への積極的な投資を引き出すことになってい

るのか、つまり合作社社員の農地への投資行動に注目することで、流動化に関連した問題とし

て、検討していきたい。これを垂直的組織化の枠組みでみるが、垂直的な関係とは農産物の売

手と買手の関係である。従って方法論としては、売手と買手の間の交渉関係を対象とした理論

をベースにすることにする。また対象事例として、垂直的組織化が多くみられる湖南省を取り

上げる。 

そして以下では次のような構成によりこの分析を進めることにする。第一に、湖南省での多

くの調査事例をもとに農産物調達制度を 4 類型化し、調達の側面からその制度が選択された理

由を考察する。そこでは特に合作社による調達が特徴的であるが、それには完全な形式と部分

的で不完全な形式の 2 類型があることを指摘する。ここでは垂直的統合に関する議論をもとに

検討を行う。第二に、各類型のもとで農地への投資行動の違いを、まず農家と農企業の投資分

担の仕方の違いとして捉え、その違いをもたらす機構を理論的に明らかにする。特に合作社の

異なる 2 類型のもとでの投資分担の違いをもたらす機構を分析する。投資は買付取引が始まる

事前になされるため、買付契約を結ぶ際の交渉を対象とし、交渉での契約曲線に関する議論を

もとに分析が行われる。第三に、流動化戦略の目的は農地への積極的な投資を引き出すことに

あるため、各類型のもとで適正な投資が行われるのかどうかを検討する。中国では合作社法三

十七条を基礎としながらも、独自に配当や歩戻し金の支払いを相談して決める形で、買付取引

が開始された後に農企業と農家の間での投資に関連した利益配分が調整される。また契約生産

では取引開始の後に再契約がなされ、改めて利益の配分が再交渉されると考えられる。そこで、

投資からの利益配分の調整に対し、その結果を予想する農家が農地への適正な投資を行うのか

どうかを、ナッシュの交渉ゲーム 4 をもとに検討していくことにする。第四に、理論モデルの

実証分析を行うため、面接調査によって得られたデータを多変量解析の方法を用いで合作統合

における投資行動の決定要因を検討していくことにする。 

 

第2節 農産物調達制度からみた垂直的組織化の類型 

 

(1) 農産物調達制度の違いによる類型化 

 

 本稿では対象事例として垂直的組織化が多くみられる湖南省を取り上げる。湖南省では 2008

年において合作社の直営農場となった耕地面積は 300 万畝になり、耕地の総貸借面積 983 万畝
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の 31%に達した 5。また、面積ベースで借り手の内訳を見ると、農家が 60.7%、農民合作組織

と企業が 30.5%、その他が 8.8%であり、農家が 3 分の 2 を占めている。ただし、前年と比べて、

農家の割合が減少したのに対し、合作組織と企業の割合は増加している。さらに、湖南省の合

作社数は 2011 年に 10,485 社となっており、社員参加型の農地集積も進んでいる。つまり、農

地集積の主体が、個人農家から合作組織や企業に移行する傾向にあるといえる。これは、倪

[2012]の研究と一致している。筆者は 2009 年から 2011 年にかけて、湖南省 5 地域の 34 社の農

業会社と合作社に対しその実態を調査した。本稿ではそのうちの代表的な 14 社を取り上げ、垂

直的組織化を検討する(表 5.1 を参照)。なお、以下では混乱を避けるため、川下の農産物加工・

流通業者である農業企業および合作社の加工・販売部門を「農業関連企業 6」という用語で統

一する。そこで、まずは農業関連企業の農家による農産物調達の側面から検討する。収集した

事例から、農業関連企業への統合の度合い順に調達制度としての垂直的組織化は以下の 4 類型

に分類できる。 

(A)完全統合：これは農業関連企業が長期契約により農家から農地を借り受け、直営農場を経

営して農産物を調達するケースが当てはまる。農家から農業関連企業へ実質的な経営権の移転

が生じており、農業関連企業内部で農業生産が行われる。  

合計：14件      単位：畝、元／畝、年、元、人

直営農場
面積

貸借
期間

農地への
投資額

品質
ブラ
ンド

出資金
集積
面積

農家の農地への投資額 品質
ブラ
ンド

集積
面積

契約
人数

品質

1 HTスイカズラ専業合作社 460 20 2,700
緑色
作物

あり
5,000,000

(共同出資)
2,000

圃場整備の事業費として2,700元/畝
(うち，合作社が1,485元，農家が1,215元)

緑色作物 あり - - -

2
RTさつま芋生産合作社
＋RTさつま芋加工有限会社

200 10 2,000
緑色
作物

あり
3,200,000

(共同出資)
1,600

農地への投資費用2,000元/畝
(うち，合作社が1,360元，農家が640元)

緑色作物 あり - - -

3 FX稲作専業合作社 760 10 2,000
無公害
作物

なし
800,000

(共同出資)
2,340

水路や貯水池、電力設備等インフラ整備に2,000元/畝
(うち，合作社は1,200元/畝，農家は800元/畝)

無公害作物 なし - - -

4 CX柑橘専業合作社 1,400 30 5,300
緑色
作物

あり
1,000,000

(共同出資)
3,800

圃場整備の事業費に5,300元/畝
(うち,合作社が,2800元/畝，農家が2,500元)

緑色作物 あり - - -

5 YH蜜柑専業合作社 - - 4,000 - -
218,000

(共同出資)
4,500

圃場整備の事業費に約4,000元/畝
(合作社と農家は半分ずつ支出）

緑色作物 あり - - -

6
YK油菜生産専業合作社
+YK菜種油加工有限会社

480 5 1,500
無公害
作物

あり
192,700

(共同出資)
1,700

井戸掘り等の整備費用に1,500元/畝
(うち，合作社が930元，農家が570元)

無公害作物 あり 2,684 808
普通
作物

7
HP製茶専業合作社
+HP製茶有限会社

500 20 4,229
有機
作物

あり
5,500,000

(共同出資)
3,500

圃場整備の事業費に4,229元/畝
(うち、合作社は1,767元/畝，農家は2,462元/畝)

有機作物 あり 16,000 3,000
普通
作物

直営農場
面積

貸借
期間

農地への
投資額

品質
ブラ
ンド

出資金
集積
面積

農家の農地への投資 品質
ブラ
ンド

集積
面積

契約
人数

品質

8
ZH園林緑化有限会社
＋ZH苗木専業合作社

2,300 30 2,000
普通
作物

なし
180,000

(理事)
1,926 農家は山林整備に500元/畝のみ

高品質基準の
作物(未認定)

なし - - -

9
ST農業科技開発会社
＋ST稲作専業合作社

5,376 30 2,000
無公害
作物

あり
1,000,000

(理事)
500 農家は土壌改良等の費用に200元/畝のみ

高品質基準の
作物(未認定)

なし - - -

10
XB柑橘有限会社
＋XB柑橘専業合作社

1,824 40 4,500
緑色
作物

あり
216,000

(理事)
968 農家の投資額は1,000元/畝

高品質基準の
作物(未認定)

なし - - -

11
KN農業科技会社
＋KN棗専業合作社

760 10 2,000
無公害
作物

あり
1,000,000

(理事長)
280 農家は土壌改良と人的研修費用に462元/畝のみ

高品質基準の
作物(未認定)

なし - - -

12 ZTGみかん専業合作社 1,325 20 4,000
無公害
作物

あり
108,000

(理事)
800 農家は整備費用に700元/畝のみ

高品質基準の
作物(未認定)

なし - - -

13
XJ畜産有限会社
＋XJ畜産合作社

1,773 50 75,000
無公害
農産物

あり
 1,070,000

(理事)
625 農家は500㎡の鶏舎に20,000元のみ

高品質基準の
作物(未認定)

なし 225 300
普通

農産物

14
PS精米有限会社
＋PS稲作専業合作社

3,000 25 2,000
緑色
作物

あり
3,650,000

(理事)
1,160 農家はインフラ整備に220元/畝

高品質基準の
作物(未認定)

なし 26,000 2,810
普通
作物

資料：聞き取り調査により筆者作成

   注：1)  ひとつの会社，合作社の中で，複数の統合類型が併存していることに留意されたい

  　　 2)  未認定というのは、公的機関での正式的な品質(有機作物、緑色作物、無公害作物)認定がされていないことである

事
例

農　企　業

完 全 統 合　(A) 契約生産 (D)

表5.1　垂直的組織化に関する4類型に分類した各合作社の事例

事
例

農　企　業

完 全 統 合　(A) 契約生産 (D)

完  全  な  合  作  統  合　(B)

部  分  的  合  作  統  合　(C)
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(B)完全な合作統合：これは農業関連企業関係者と農家が共同出資をして、正規の合作社を共

同設立するケースが対応する。出資割合や利用頻度に応じて配当の支払いが行われる。通常、

農家は農業生産に特化し、合作社は加工販売のみを担うが、合作統合の場合、両者が共同で農

業生産、販売・加工を行う。一般的には村幹部やベテラン農家が合作社の理事長となるが、共

同経営の要素が強い。  

(C)部分的合作統合：合作社としての農産物の内部調達であるが協同組合性が弱い。なぜなら、

通常合作社の形成には農家による出資金の供出が求められるが、当該ケースでは農家は負担せ

ず、地域の有力者である農業関連企業関係者数人が出資金を全額出して合作社の資本を形成す

るためである。その結果、農家には出資に基づく配当は行われないはずであるが、実際には出

資をしていないにも関わらず利用高配当額が支払われている。こうした利用高配当は生産物の

出荷を促すためのインセンティブ支払いであり、いわば歩戻し金の支払いととらえられる 7。

このように、当該ケースは正規の合作社とは分類できず、共同経営の度合いは弱く、農業関連

企業側の意向が強く反映される一方、農業関連企業側は出資金を出さない農家に協力すること

もない。 

(D)契約生産：これは、農業関連企業と農家が買付契約を結ぶだけで農産物の調達を行う形式

である。販売加工は農業関連企業が担い、農産物生産は農家が担う。従来、農業産業化のため

契約生産が推進されてきたが、生産の効率化が進まないままであるため、合作社の設立が促さ

れた経緯がある。 

 

(2) 農産物調達制度の選択理由 

 

以上の類型化された調達制度はどのようにして選択されるのだろうか。一般企業における原

料調達構造は垂直的統合の要因に基づいて整理されている(青木他，[1985])。分析の第一歩とし

て、まず垂直的統合の要因から調達制度の選択を検討する。垂直的統合の利益としては一般に

技術要因、不完全競争要因があげられるが、前者は工業工程のつなぎ、後者は寡占による支配

なので、農産物には関係しない。次に取引関連的要因があげられるが、これは Williamson(1985)

によれば、資産特殊性、取引頻度から制度選択が説明される。しかし、事例でみられた農産物

では、作物ごとの資産特殊性や取引頻度の差異も考えられない。 

その一方で不確実性があげられており、これが農産物の調達に強く影響を与えると考えられ

る。即ち、品質や供給量の不確実性が大きいほど統合度が高まると考えられる。表 5.1 で見ら



 

55 

 

れるように、(A)完全統合、(B)完全な合作統合、(C)部分的合作統合では、有機、緑色、無公害、

ブランド品、または高品質基準の作物が扱われている。この種の高品質品はばらつきが大きい

ため、安定した品質制御がしやすい(A)、(B)、(C)が選択されると考えられる。また高品質品は

製品販売のために、農企業にとって供給量の確保が不可欠である。やはり生産量の管理が制御

しやすい(D)契約生産以外が選択される。逆に、極めて厳格な品質管理、生産量の管理が求めら

れる場合には、垂直的統合である(A)が選択される。さらに、農企業が厳格な生産管理を、宣伝、

普及するために見本農場が必要な時にも(A)だけが選択される。ただし(A)にすると管理費用を

農企業が負担し、また硬直的な調達となるため、中間形態である合作社による調達が選択され

ることになる。 

最後に作物の類型(BC 技術、M 技術)から制度選択が説明される。しかし、現地調査を行う時、

同種類の作物栽培としても、異なる統合形態を選択する事例が度々見られた。すなわち、統合

形態の選択理由は作物の類型(BC 技術、M 技術)に依存する傾向が見られなかった。例えば、表

5.1 によると、CX 柑橘専業合作社は完全統合と完全な合作統合の統合形態を選択したが、同じ

地域にある XB 柑橘専業合作社は、完全統合と部分的合作統合の統合形態を選択した。また、

同じ稲作栽培の場合、FX 稲作専業合作社は完全統合と完全な合作統合の統合形態を選択した

が、PS 稲作専業合作社は、完全統合と部分的合作統合、及び契約生産の統合形態を選択した。 

ここまでは教科書的な理由により制度の選択が説明できるが、中国では合作社による調達に

おいて、完全な合作統合と部分的合作統合の 2 類型がある。これらについては中国独自の状況

であるため、以下の事例を用いて選択理由を説明したい。 

 

(3) 完全な合作統合か部分的合作統合か －調達制度としての選択－ 

 

(B)完全な合作統合は、農企業が品質の安定したブランド品としての農産物の買付を主業とす

る場合、厳格な技術提供とプロ農家からの調達を可能とするために正規の合作社の形成が必要

であることから選択される。具体的に説明しよう。 

(B)が調達制度としてとられるのは、農業関連企業がブランド農産物の買付を主な業務として

おり、厳格な技術提供とベテラン農家からの調達を可能とするために、正規の合作社の形成が

要請されることから選択される。調査事例においても、これに対応する合作社(表 5.1 事例 1~7)

では、直営農場の合計面積は 3,800 畝であるのに対し、買付け先としての社員農家参加による

農地集積面積は 19,440 畝と大規模となっている。一方、調達先の農家の経営面積は平均 13 畝
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であり、平均純収入は 60,123 元 8と高く、単に安定的な食糧生産ができるのみならず当該ブラ

ンド農産物の生産を実現できる専業農家であることが確認できた。  

(C)部分的合作統合が調達制度としてとられるのは、農業関連企業が直営農場からの調達を主

業務としながらも、ブランドの確立や、合作社の登録や補助金のために合作統合が必要な場合

である。特に、数百畝から数千畝の大規模な直営農場を設立する場合、飛び地にならないよう

に、農地貸し出しを希望しない少数の農家や直営農場の周辺農家に対して、出資金を払わなく

ても社員として入社を許可していた。このように、農業関連企業の農産物の買付は副業であり、

出資金なしで参加に同意しやすい小規模農家を集め合作社を設立することは主に直営農場の団

地化のためだといえよう。一方で、出資金無しで参加する小農は社員になることが有利である

ため、積極的に合作社に出荷できる農産物の導入をはかると考えられる。これらの農家は、ベ

テラン農家ではないにしても高品質な農産物生産により、農業収入の増加が見込めるだろう。

なぜなら、今までは各個別農家による生産では高品質な農産物としての認定を受ける機会が無

く、市場に出しても高品質品として買付けしてもらえなかった。しかし、合作社の買付価格は

市場価格より高くなるため、合作社への出荷に特化することで収入を大幅に増加できる。この

ように、農業関連企業にも農家にも望ましい状況が実現できることから、部分的合作統合が選

択される。調査事例(表 5.1 事例 8~14)においても、直営農場の合計面積は 16,358 畝と大規模で

あるのに対し、買付け先としての社員農家の参加による農地集積面積は 6,259 畝にすぎない。

一方で、農家の経営面積は平均で 6.5 畝、また平均純収入は 11,427 元 9と低く、小農 10である

ことが確認できた。 

以上のように調達制度の側面から、各類型をある程度説明できる。このような分類に照らす

と、(B)と(C)の違いが中国農村で特徴的に現れてきていると言えるが、実際にはその違いを説

明することは容易ではない。しかし、調査事例を検討していると、土地投資への分担の仕方に

大きな違いがあることがわかった。つまり、農場への投資を社員農家のみが負担するか、ある

いは合作社と社員農家による分担とするかという点である。したがって、次節ではその違いを

農地への投資の視点から検討する。それぞれの調達制度の違いのもとで、買付価格の影響の度

合いの違いが投資分担の違いをもたらすことになる。そしてこの違いが、流動化で期待されて

いる農地への適正な投資行動という問題が強く関連しているのである。そこで以下では農地へ

の投資の視点から両者の違いを検討する。 

 

第3節 垂直的組織化の類型ごとの投資分担 
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(1) 類型ごとの投資分担の差異 

 

 本稿で検討する農地への投資行動はこれまで検討した 4 類型ごとにどう違うのだろうか。事

例を検討してみると、まず農業関連企業と農家の間での農地への投資分担として、以下のよう

な特徴が認められた。 

(A)完全統合：農業関連企業のみが農地への投資を負担する。 

(B)完全な合作統合：農家の農地への投資が農業関連企業と社員農家の共同分担になっている。 

(C)部分的合作統合：農家の農地への投資は合作社との契約により社員農家のみが負担してい

る。 

(D)契約生産：農家の農地への投資は農家のみが負担する。 

実際、(B)では農業関連企業が農地への投資分担を行っていることが確認できる。農業関連企

業の分担割合は、事例 1 で 55%、事例 2 で 68%、事例 3 で 60%、事例 4 で 53%、事例 5 で 50%、

事例 6 で 62%、事例 7 で 42%となっている。また(C)では、すべての事例で農家のみが投資を

し、農業関連企業の分担がなかったことが確認できる。 

(A)では農業関連企業が農地を直営農場として利用することから、農業関連企業のみが投資を

行うのは当然の行動である。(D)も農地利用の意思決定は、農地利用を村から請け負っている農

家のみが行うため、農家のみが投資を行うのは当然の帰結である。問題は(B)と(C)の場合、な

ぜそのような分担がなされるかである。その違いは、調達の仕方にある。(B)では農業関連企業

が買付調達を主業務とし、農家が品質に関する公的認定を取得したブランド農産物の生産を行

うのに対し、(C)では農業関連企業が直営農場からの調達を主業務とし、農家は公的認定を取得

していない高品質な農産物の生産に特化していた。 

このような状況のもとでは、農家の農地への投資は(B)のような品質に関する公的認定を取得

したブランド農産物の買付を主要業務として取り扱う農業関連企業にとってその重要性が大き

く、(C)のような公的認定を取得していない農産物の買付を副業として取り扱う農業関連企業に

とってはその重要性が小さい。こうした背景のもとで、契約を結ぶ際に買付価格と投資分担を

農業関連企業と農家の間でいかに交渉するのか以下では理論的な説明を試みる。 

 

(2) 投資分担の違いをもたらす理論的検討 
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農家と農業関連企業が共同して合作社を設立することを前提に、両者間の取引開始前に当該

農産物の買付契約を結ぶ際に、農地への投資の分担も合わせて交渉する状況を考える。農地へ

の投資額を I、投資費用を c(I)とする 11。ただし、本節では I を所与として、I についての交渉

は考えない。当該農産物の買付価格を P、農業関連企業が負担する投資費用の割合を β(0≤β≤1)

とする。農業関連企業の投資以外の費用を考慮した利益を G(P,I)とすると、投資費用を含めた

最終的な農業関連企業の利益は G(P,I)−βc(I)である。同様に、農家の投資以外の費用を考慮した

利益は R(P,I)とすると、投資費用を含めた最終的な利益は R(P,I)−(1−β)c(I)である。G は P につい

て単調減少、R は P と I について単調増加とする。もし交渉が成立しない時、農業関連企業は

外部機会 π0、農家は外部機会 W0を得ることができる。π0は農業関連企業の当該農家以外から

調達する場合の利益、W0 は農家が当該農業関連企業以外の商人との取引で得る利益とする。

Pm は農家が投資を全額負担したとしても利潤が W0 と同じようになる買付価格、すなわち、

R(Pm,I)−c(I)=W0を満たすように定義される。したがって、農家が投資を全額負担した場合、Pm

よりも高い買付価格でなければ、農家は外部機会よりも高い利益を得ることはできず、農家は

農業関連企業と取引を行うインセンティブはない。一方、Pt は、農家が投資を全額負担する時

に、農業関連企業の利潤が π0と同じようになる買付価格、すなわち、G(Pt,I)=π0を満たすように

定義される。よって、農家が投資を全額負担した場合、買い付け価格が Ptよりも低い買い付け

価格でなければ、農業関連企業は外部機会よりも高い利益を得ることはできなず、農業関連企

業は農家と取引を行うインセンティブはない。農家が投資を全額負担する場合、もし、Pm≧Pt

であるならば、Pmより高く Ptより低い買付価格は存在せず、農家と農業関連企業がともに外部

機会よりも高い利益を得ることができる買付価格は存在しないため、両者の間で取引は行われ

ない。よって、農家が投資を全額負担する場合に、取引による利益が生じるのは Pm＜Ptの場合

だけである。本稿では、完全な合作統合及び部分的合作統合の両方で取引が起こる状況を分析

するため、その十分条件として、Pm＜Ptを仮定する。ただし、後で見るように、完全な合作統

合では、農業関連企業が投資を負担することで、Pm＞Ptであっても取引の利益が成立する場合

がありえる(この場合、図 5.1 のように P< Ptの領域において、E2が E1よりも上に位置するよう

な P の領域が存在することが取引の利益が存在するための必要十分条件である)。したがって、

完全な合作統合の場合を単体で分析する場合には、Pm＜Ptは取引の利益が存在するための必要

十分条件ではないが、説明の簡単化のため、以下では完全な合作統合と部分的合作統合の両方

の場合において、Pm＜Ptを仮定する。また、不完全契約に伴うリスク、信用制約といった投資

の非効率性に結び付く様々な要因も存在するが、本稿では投資については農業関連企業と農家
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の間の交渉という枠組みに焦点を当てるため、これらの要因を捨象することにした。 

このような設定に基づき、図 5.1、図 5.2 において、農家の等利益曲線は原点に対して凸の曲

線として描けると仮定する。例えば、農家の等利益曲線 If1と If3は R(P,I)−(1−β)c(I)=0 を満たす P

と β の組合せである。農業関連企業の等利益曲線 Ie2と Ie4は G(P,I)−βc(I)=0 を満たす P と β の組

合せで、原点に対して凹の曲線として描けると仮定する。Peは、農家と農業関連企業の等利益

曲線が接する価格水準であり、−Gp(Pe,I)= Rp(Pe,I)を満たす。 

5.1 のように、Pm>Peが成立している状況を想定し、農業関連企業と農家の間で投資費用の分

担が行われるかどうかを検討する。If0 は農家の等利益曲線の１つ、R(P,I)−(1−β)c(I)=R(Pt,I)−c(I)

を満たす P と β の組合せである。Ie0は農家の等利益曲線の１つ、G(P,I)−βc(I)=G(Pm,I)を満たす P

と β の組合せである。等利益曲線 Ie2と If0が交わる点 Ptと、等利益曲線 Ie0と If1が交わる点 Pm

は、どちらもパレート最適ではなく、β を正に変えればパレート改善となる。したがって、交

渉開始時には企業が投資分担をしないという条件であったとしても、Pm≦P≦Pt の価格で交渉

をスタートするのであれば、投資分担を行うことによってパレート改善が達成されるため、企

業は投資分担を行うことに合意する。契約曲線 E1E2上のいずれかの買付価格は、必ず同一価格

になるが、パレート効率的な分担率の水準は両者の等利益曲線が接する契約曲線 E1E2上のいず

れかで決定される。農家の交渉力が相対的に強ければ、農業関連企業の分担率 β は高くなり、

交渉妥結点はより E2に近いところに位置する。反対に、農業関連企業の交渉力が相対的に強け

れば、β は低く抑えられ、交渉妥結点はより E1に近いところに位置する。このような状況が成

立している場合、完全な合作統合のように、農業関連企業は農地に対する投資の一部を負担す

ることが合理的な選択となる。 

図 5.2 部分的合作統合 
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一方、図 5.2 のように、Pt<Peが成立している状況を考える。Pmから Ptの範囲内の価格で交渉

がスタートすると考えられるが、この範囲内のいずれの価格においても−Gp(P,I)<Rp(P,I)が成立

する。これは、農家の等利益曲線の傾きが農企業の等利益曲線の傾きよりも険しい(−Gp<Rp)状

況に対応している。すなわち β=0 で交渉を妥結するのは買付価格上昇に対してその限界利益へ

の影響が、農家の方が農企業よりも大きい状況である。つまり、パレート最適な(P,β)の組合せ

の軌跡は横軸 β=0 の上にのみあり、買付価格は Pm と Pt の間に決まる。したがって、農業関連

企業が投資を分担せず、買付価格だけを農家と交渉する。農家の交渉力が相対的に強ければ交

渉で決まる買付価格は Ptに近くなり、農業関連企業の交渉力が相対的に強ければ交渉で決まる

買付価格は Pmに近くなる。このような状況が成立している場合、部分的合作統合のように、農

業関連企業は農地に対する投資を負担しないことが合理的な選択となる。 

以上をまとめると、図 5.1 では β>0 かつ Pm>Peを示した。すなわち、完全な合作統合の場合

は、農業関連企業が投資を分担し、農家の利益が外部機会と等しくなるときの買付価格よりも

効率的な価格水準が低くなる状況である。一方、図 5.2 では β=0 かつ P<Peを示した。すなわち、

部分的な合作統合の場合は、農家のみが投資を負担し、農業関連企業の買い付け価格が効率的

な価格水準よりも低くなる状況である。従って、これらの理論分析の結果を受け、以下の事例

により検討していく。 

 

(3) 事例による検討 

 

完全な合作統合での買付交渉と農地への投資の実態を、具体的な事例 1(HT スイカズラ専業合

作社)を用いて説明する。当該地域ではもともと基幹部門としてみかん栽培を行っていたが、さ

らなる現金収入を求めて、2007 年にスイカズラを緑色作物の認定を取得したブランド農産物と

して導入して共同で販売するために、185 戸の農家により HT 合作社が設立された。社員参加

の形での農地集積面積は 2,000 畝で、その売上は 900 万元となっている。一方、見本農場を作

るため、460 畝の農地を直営農場として集積し、その基盤整備として 2,700 元/畝の投資が行わ

れた。しかし、直営農場からの売上は 207 万元であり、直営農場はあくまでも見本農場として

の副業であり、ブランド農産物の買付を主要業務としていることがわかる。社員農家の平均規

模は 10.8 畝であり、同一地域の果樹農家の平均規模 8 畝と比較して大きく、上農、中農である

ことが認められる。これらの社員農家からは、新たなブランド農産物確立の要望が強まってい

た。 
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実際、図 5.1 で示したような買付価格と投資分担に関する交渉はどのように行われたのだろ

うか。実は合作社理事長と農家は総会を通じて交渉を行った。1 回目の総会では、理事長が直

営農場と同じような基準と金額の圃場整備を農家に要求した。同時に、その年の市場価格と合

作社の総生産量の見込みを農家に伝えた。2 回目の集会では、買付契約を結ぶ際に農家は他の

商人の買付価格を参照した上で、買付価格が 11 元/kg でなければ圃場整備の全額負担を受け入

れないという条件を提示した。これは農家が、全額負担を受入れた場合に買付価格が 11 元/kg

以上でなければ、他の商人との取引で得られる利潤(外部機会)を下回ると考え、このような要

求をしたと思われるため、この 11 元/kg は図 5.1 の Pmに相当する。農家の農地への投資はブラ

ンド農産物の買付を主要業務として取り扱う HT 合作社にとってその重要性が高いため、合作

社は農家の要求に対して以下のように提案した。その提案とは、買付価格が 11 元/kg である場

合、投資費用の農家の全額負担と合作社の買付量を引下げ、買付価格が 9 元/kg である場合、

買付量を減らさず、さらに農家の投資費用を一部分担するという提案である。実は高い買付価

格で少ない量を買付するより、低い価格で農産物を全て買付した方が両者の利益となるため、

農業関連企業は下げる案を出したのである。よって、この 9 元/kg は Peにより近い買付価格だ

と考えられる。上農、中農を中心とした社員農家は、ブランド農産物の確立のため、9 元/kg の

買付価格を受け入れた。ただし、社員農家は合作社の投資費用の分担率について再交渉した。

社員農家は合作社の主要業務であるブランド農産物の買付に大きく関わっているため、合作社

に対して交渉力を持つことになる。よって、社員農家は少なくとも投資費用の半分の金額を合

作社の分担として要求した。合作社は政府の投資補助金の獲得の見込みと投資の分担額の社内

自主的節約など 12を考慮した上で、農家の要求を受け入れた。これは想定した投資分担 β>0 の

状況と一致しており、投資分担の交渉がなされたといえる。その結果、買付価格は 9 元/kg と

するが、当初は交渉に上らなかった投資額は平均で合作社が 1,485 元/畝、農家が 1,215 元/畝を

分担することで話がまとまった。さらにスイカズラの販売が軌道に乗ってからは、その投資額

を合作社も負担する上で、農家への配当額を検討することも取り決められた。こうして、社員

農家は 43,740 元 13のスイカズラの平均粗収入が得られるようになっただけでなく、農家の投資

費用の 55%は合作社が分担するようになった。つまり、農家にとって投資の分担額を引いた後

の収入(9 元/kg の場合)は全額負担を引いた後の収入(11 元/kg の場合)より、12,258 元 14多くの利

益を得られたのである。だからこそ、農家は 9 元/kg の買付価格と投資分担の提案を受け入れ

たのだといえよう。一方で、買付価格を当初農家に要求された 11 元/kg から 9 元/kg に下げたこ

とで、合作社が実際に農家に支払った買付代金は平均 43,740 元であった。これは 11 元/kg の時



 

62 

 

に比べ 3,780 元ほど少なく支払うことができた。以上のように、11 元/kg から 9 元/kg に下げた

ことで交渉が成立しており、完全な合作統合で想定した状況(Pm>Pe)と一致している。つまり、

合作社が買付価格の交渉をしながら、投資を分担することを農家に提案したことは経済合理性

があったと言えるだろう。 

次に、部分的合作統合については事例 11(KN ナツメ専業合作社)を用いて説明する。KN 合作

社は 2009 年に、民間企業の社長 T 氏が理事長となり、Y 村村長との共同出資により Y 村に設

立された。T 氏は Y 村で 760 畝の直営農場を設立し、それと同時に直営農場を中心とした団地

化を行うため、80 戸の周辺農家が出資金を出さずにその社員となった。その農地集積面積は 280

畝、売上は約 459 万元であり、直営農場の売上げは約 1,246 万元となっていることから、あく

までも直営農場が主要業務であり、社員農家からの買付は副業であると言える。社員農家の平

均規模は 3.5 畝であり、同一地域の果樹農家の平均規模 8 畝と比較しても小さく、小規模農家

であると言える。 

合作社は無公害農産物の認定を取得するため、農業部の「北棗南移 15」プロジェクトで開発

された新品種を導入し、無公害基準の新品種に応じた農地の基盤整備と土壌改良 2,000 元/畝の

投入を自ら望んで行った。同時に社員農家は、ベテラン農家ではないにしても高品質な農産物

生産により、農業収入の増加が見込めるため、合作社に要請された無公害基準の整備と改良を

受け入れたが、その投資費用は合作社に一切分担してもらえなかった。これは、想定した農業

関連企業の投資分担 β=0 の状況と一致している。代わりに、合作社は社員農家が納得できるよ

うな価格で買付することを約束した。しかし、今まで個々の農家による生産では高品質な農産

物として認定を受ける機会が無く、市場に出しても高品質品として買付してもらえないため、

農家は合作社以外の商人に売り出しても、高品質な農産物に相応しない市場価格でしか買付し

てもらえない。この市場価格は普通品種の価格であるため、社員農家にとってはあまりに低す

ぎる価格となってしまう。ここで、社員農家が合作社以外の商人に売った場合の価格である市

場価格はモデルで定義された Pmに対応し、合作社が社員農家以外の高品質な農産物を生産する

別産地の農家に提示される価格はモデルで定義された Ptに対応すると考えられる。合作社の買

付価格(P)は市場価格(Pm)より高く設定する一方で、別産地の農家に提示された価格(Pt)より低く

決めなければお互い利益を得られないと、理事長 T 氏へのインタビューで確認できた。実際、

当時は普通品種のナツメの市場価格が 5.5 元/kg であった。また、別産地の同じく高品質なナツ

メの提示価格は 6.8 元/kg であった。そこで、合作社は社員農家と価格交渉を行い、6.5 元/kg の

買付価格で合意した。しかし、これらどの価格も、同じナツメを生産する完全な合作統合を選
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択した合作社の買付価格より下回っている事実をT氏へのインタビューで確認できた。つまり、

完全な合作統合の場合、生産した高品質なナツメは無公害農産物の認定を受けたため、その買

付価格は認定されていないナツメより高くなり、実際 7.8 元/kg であった。すなわち、品質の認

定がなされた完全な合作統合の場合における買付価格は、より効率価格 Peに近い価格が結ばれ

ていると考えられるため、部分的合作統合の場合に結ばれた買付価格 P がそれより低かったと

考えることができる。そして、この効率価格 Pe が品質の認定を受けていない別産地の価格 Pt

よりも高くなったこともわかった。これは部分的合作統合で想定した状況(P<Pe)と一致してい

る。その結果、合作社が市場価格より 1 元/kg ほど高く買付することで、農家は平均で 7,000 元

16多くの利益を得られるようになった。一方で、合作社は買付代金 56 万元 17多く払ったにも関

わらず、高品質品としての販売利益が農家に支払った買付代金より 5.6 万元 
18 ほど上回った。

だからこそ、部分的合作統合の場合、合作社は投資分担を行わず買付価格の交渉だけに応じた

のだと言えよう。 

 

第4節 交渉ゲームにみる各制度の投資行動 

 

(1) 予備的考察 

 

以上、流動化で期待される農地への投資費用の分担の側面から、完全な合作統合では農業関

連企業と農家による分担、部分的合作統合の場合、農家のみによる負担が経済合理的な結果と

なることを説明した。流動化戦略としては、さらに農地への適正投資が望まれるが、それぞれ

の制度において、農家は適正投資を行うかどうかを検討しなければならない。なお、3 節では

投資分担の有無という選択を買付価格と投資分担のトレードオフ関係を用いて分析した。しか

し、3 節の分析枠組みでは適正投資という投資の効率性を分析することが困難であるため、本

節では利益の配分という単純化した形で投資水準の効率性について分析することにした。そこ

で、投資の効率性を分析するため、また、実際の交渉現場においても利益の再配分が農家の投

資行動に影響を与えた可能性が高いため、本節では事後の利益の再配分が事前の投資水準に与

える影響について検証することにした。 

農家は交渉の事前に農地への投資を決定する。ただし合作社は社員全員が共同で意思決定を

するので、投資額は農業関連企業と農家が事後的に調整しているものと考える。また契約生産

では、市場原理に基づき自由に買付価格が設定され、利益の配分が交渉される。しかし、合作
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社では「合作社法」に基づき配当の調整により利益配分の選択の幅 19が決められている。ただ

し、農家の投資を引き出すため、投資支出に関しては事後的に調整され、投資収益に関しての

みの利益の配分が調整されている。従って、①契約生産では、買付け時に価格の調整がなされ

利益の配分が交渉されるが、投資は事前に行われ交渉されない。②完全統合では、農業関連企

業だけが投資の意思決定をする。③部分的合作統合では、投資は農家だけが負担するが、農業

関連企業と農家が投資額を事後的に調整して、投資に関する合作社の余剰配分に関してのみ調

整がなされる。④完全な合作統合では、投資を農業関連企業と農家が分担し、両者が投資額を

事後的に調整して、投資に関する合作社の余剰配分に関してのみ調整がなされる。 

投資額を I、投資費用を c(I)、そこからもたらされる農家の利益は Y(I)、農業関連企業の利益

は π(I)である。なお、投資の限界生産性は逓減していくものとし、農家の利益 Y(I)と農業関連

企業の利益 π(I)は凹関数であると仮定する。また、c(I)は凸関数であると仮定する。これは投資

の限界費用が逓増していくことを意味する。しかし、以下、垂直的組織化の 4 類型に応じて Y(I)

と π(I)をそれぞれ定義し直す必要がある。また、本節では投資行動に注目しているため、投資

以外の費用は単純化のため考慮しないものとする。農家が当該農業関連企業以外の商人との取

引で得る利益を W0、農業関連企業の当該農家以外から調達する場合の利益を π0とする。人治

主義の中国農村社会においては、地域の有力者が農業関連企業の経営となることが多い。有力

者と農家との力の差は極めて大きく、その意思が交渉妥結に大きな影響を与えると考えられる

ため、非対称ナッシュ交渉解を用いることにした。よって、そのナッシュ交渉ゲームにおける、

農業関連企業を経営する地域有力者の交渉力を α(0<α<1)とし、農家の交渉力を 1-α と表すこと

とする。 

 

(2) 完全統合と契約生産における投資行動 

 

完全統合の場合、農業関連企業の望み通りの農地への投資が行われるため適正投資が行われ

る。ここでは、先ほど述べた π(I)と Y(I)を定義し直し、農業関連企業の加工流通部門の利益を π(I)、

直営農場部門からの利益を Y(I)とする。農業関連企業の利益は取引全体から生じたため、利益

配分が両部門間で再配分されると考えられる。その適正投資は 

max
I

π�I + Y�I − c�I                                                      (1) 

 

によって決まり、  
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 πI+YI=cI                                 (2) 

を満たすような限界収益と限界投資の水準で決定されることになり、式(2)を以下の分析のベン

チマークとする。 

契約生産では、農家と農業関連企業の間で全面的な利益配分の交渉がなされるが、投資の決

定、負担は農家だけが行い、投資額が過小投資となる問題が発生する。利益配分の交渉が行わ

れるので、R=π+Y とする 20。まず利益の配分は π を選択変数とする次のような交渉ゲームによ

って決定される。 

max
π

(π�I − π0)α(R�I − π�I − w0)1−α                        �3  

 

π について偏微分して、農家の取り分 Y を求めると �1 − α R�I + αW0 − �1 − α π0 となる。契

約生産では農家はこの取り分に直面しているので、次式が投資の最適行動となる。 

max
I

(�1 − α R�I + αW0 − �1 − α π0 − c(I))                         �4  
 

I について微分すると、(1-α)RI=cIで、また R=π+Y なので、 

(1-α)( πI+YI )=cI                              (5) 

を満たすような事前の投資水準を選択することになる。0<α<1 なので過小投資となり、契約生

産では、農地への投資が控えられることを示している。 

 

(3) 部分的合作統合と完全な合作統合における投資行動 

 

 過小投資問題の解消には完全統合が望ましいが、資金、経営管理の制約等があるため実現で

きない場合、合作統合で対応する。合作統合といっても、特に本稿の中心的な検討課題である

部分的合作統合と完全な合作統合のそれぞれにおいて適正な農地への投資が行われるのかにつ

いて注目したい。合作統合においては、農業関連企業と農家の利益配分の選択の幅は「合作社

法」により既に π と Y として決められるとする。すなわち、ここでの π と Y は合作社の粗収入

から買付代金と運営費用を差し引いた後の余剰配当からなる。そこで、投資に関する合作社の

余剰配分のみは事後的に調整される。従って、農家だけが投資を負担する部分的合作統合の場

合、農業関連企業と農家の投資額の調整は π(I)と Y(I)においてなされ、選択変数を I として次

のように定式化される。 

max
I

�π�I − π0 
α  �Y�I − c�I − W0 

1−α                     �6  
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投資 I についてナッシュ交渉解での条件を求めると、 

πI

−YI + cI

=
�1 − α �π − π0 

α�Y − c − W0 
                                          �7  

 

となる。式(7)の右辺
(1 − α)(π − π0)

α�Y − c − W0 
 を A とすると、 

1

A
πI + YI = cI                                                            �8  

 

となる。ベンチマークの(2)と比べると、
1

A
 の分だけ投資にゆがみが生じることがわかる。(8)

式を満たす投資水準 I の下で
1

A
 が 1 より大きい場合は過剰投資、1 より小さい場合は過少投資

となる。なお、 =1 では適正投資となるが、達成されるパラメータの組は非常に限られてい

る。そのため、部分的合作統合の場合、 =1 が達成されるのは非常にまれであると考えられ

る。 

しかし、現実には、農家の外部機会 W0 が十分大きいため、過少投資が発生すると考えられ

る。この点について、以下図 5.3 を用いて説明する。まず、実現可能な利得集合は投資 I を動

かしたときの農業関連企業の利益 π(I)と農家の利益 Y(I)－c(I)の組み合わせの軌跡を π、Y－c 平

面上に図示し、そのうち右上がりの部分がある場合、その部分はパレート支配されているので、

排除することで得られる。右上がりな部分がありうるのは、I が小さいときには πI>0 のみなら

ず、YI－cIも I について増加する可能性がありうるからである。しかし、I が増加するについて

YIは減少し cIは増加していくので、ある閾値を超えると I が増加するにつれ、π(I)のみが増加し

Y(I)－c(I)が減少することになる。π,Y が

凹関数であることと c が凸関数であるこ

とから、その軌跡は右上に凸となる。ま

た、I を増やせば π は単調に増加してい

くので、実現可能な利得集合上の右に行

くほど高い投資量に対応し、左に行くほ

ど低い投資量に対応する。 

また、実現可能な利得集合上で π+Y－

c が最大化される点を F とする。点 F に

1

A
 

1

A
 

図 5.3 部分的合作統合における過少投資 

π+Y－C=constant 

 

F 

U 

Y-c 

O π 

�π − π0 
α�Y − c − W0 

1−α = constant 

W0 

π0 

実現可能な利得集合 

d 
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対応する投資水準 I
*は適正投資水準であり、実現可能利得集合上の点で F よりも左にある点は

過少投資が、右にある点では過剰投資が起こっている。 

ナッシュ積 �π − π0 
α�Y − c − W0 

1−α の等高線が図 5.3 に示されているが、この等高線と実現

可能利得集合が接する点がナッシュ交渉解 U である。また、点 d=(W0,π0) は交渉の不一致点で

あり、W0は農家の外部機会、π0は農業関連企業の外部機会である。交渉解がどこに決まるかは、

パラメータに応じて変わりうるが、農家の外部機会 W0 が、適正な投資水準が実現された時の

農家の利得 Y(I
*
)－c(I

*
)よりも高い場合は、必ず過少投資となる。なぜなら、交渉解では必ず両

者は外部機会よりも高い利得を得ることが出来るからである。したがって、その場合図 5.3 の

ように必ず F よりも左で交渉解 U が選ばれ、そこでは過少投資が起こっている。農家の外部機

会 W0が、適正な投資水準が実現された時の農家の利得 Y(I
*
)－c(I

*
)よりも高いという想定は必

ずしも非現実的ではないと考えられる。なぜなら、まず農家のみが投資のコストを負担して最

適な投資水準の投資を行う場合、農家の利得 Y (I
*
)－c(I

*
)は大変低くなると考えられるためであ

る。さらに、農家がブランド農産物を生産する場合等は、農家の立場は有利になり W0 は高く

なると考えられるので、このような場合には上述の想定はより現実的になる。よって、外部機

会よりも低い利益をもたらすような投資水準 I
*を投資することに農家は交渉で納得することは

なく、過少な投資水準が選ばれる。したがって、部分的合作統合ではベンチマークの式(2)に比

べると過小投資になってしまう。  

それでは完全な合作統合では、農家は十分な投資を行うのだろうか。農家と農業関連企業が

投資を分担し、β(0<β<1)は農業関連企業の投資額の分担割合とする。ここでも利益の配分は「合

作社法」により既に π と Y として決められるとする。しかし、投資に関する合作社の余剰配分

のみ事後的に調整される。従って農業関連企業と農家が投資を β を基礎に分担する完全な合作

統合の場合、農業関連企業と農家の投資額の調整は π(I)と Y(I)においてなされ、選択変数を β

と I として次のように定式化される。 

max
β ,I

�π�I − βc�I − π0 
α�Y�I − �1 − β c�I − W0 

1−α                 �9  

 

投資 I に関するナッシュ交渉解の条件を求めると、 

πI+YI=cI                                  (10) 

となる。これはベンチマークの式(2)と一致しており、政治的および経済的に交渉力に差があっ

たとしても、投資分担によって過小投資問題が解消することを表す。完全統合に依らなくとも、

投資分担によって完全な合作統合で最適解が得られる。 
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(4) 事例による検討 

 

 以上の結果に基づき、過少投資が生じると想定される契約生産では投資が実行された事例は

確かに存在しなかった。一方、完全統合では当然農業関連企業が望む適正投資が行われる。そ

こで理論的に説明した、部分的合作統合と完全な合作統合についての投資行動は実際どのよう

であったか。それぞれの農家の投資を、事例をもとに説明することにする。 

 前節で示したように、部分的合作統合では直営農場経営を主要業務、社員農家からの買付を

副業とし、農家のみが投資を負担していたことが確認された。しかし表 5.1 で示すように、こ

の投資は直営農場での投資に比べると少額である。農業関連企業の直営農場、つまり完全統合

の場合の投資は理論でも示したように適正投資となるはずである。自ら経営する農地には最も

望ましい投資をすることから適正となるのである。直営農場での投資額は、事例 8 で 2,000 元/

畝、事例 9 で 2,000 元/畝、事例 10 で 4,500 元/畝、事例 11 で 2,000 元/畝、事例 12 で 4,000 元/

畝、事例 13 で 75,000 元/畝、事例 14 で 2,000 元/畝となっている。いずれも、社員農家の実際

の投資はこれらを下回っており、過小投資が起こっていることが予想される。それに対し完全

な合作統合での投資額は、事例 1 で 2,700 元/畝、事例 2 で 2,000 元/畝、事例 3 で 2,000 元/畝、

事例 4 で 5,300 元/畝、事例 5 で 4,000 元/畝、事例 6 で 1,500 元/畝、事例 7 で 4,300 元/畝となっ

ている。いずれも、自営農場とほぼ同じ投資額であり、適正投資に近いと判断できる(表 5.1 を

参照)。 

部分的合作統合の場合、その合作社の直営農場の投資額を適正とすると、実際の社員農家の

投資額は平均で 19% 
21に過ぎない。それに対し、完全な合作統合の場合、同様にその合作社の

直営農場の投資額を適正とみなすと、実際の社員農家の分担した投資額は平均で 44%
22となっ

ている。これは、投資分担という設計が農家の投資を引き出した結果であると想定される。も

ちろん、栽培作物、生育条件、資金保有状況といった農家の個別効果を考慮しなければならな

いが、完全な合作統合の方が投資を引き出す傾向があるといえよう。 

さらに理論モデルの含意を、具体的な事例を用いて説明しよう。部分的合作統合での過小投

資の例として、事例 10 を紹介する。当該合作社は 2007 年に、XB 柑橘販売会社の L 社長の個

人出資(21 万元)により設立された。合作社は柑橘を緑色食品として売るべく、完全統合により

1,824 畝の農地を直営農場として集積した。合作社は 40 年間の借入れ契約を結び、直営農場の

水路作り、段々畑等の標準化園の基盤整備への投資を大々的に行っている。同時に、合作社と
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して登録するために、直営農場の周辺にある 312 戸の農家に出資金を要求せずに参加させ、社

員参加の形でさらに 968 畝の農地が集積された。 

L 氏は出資金を出していないことを理由に、直営農場の標準化園を基準とする農地投資(4,500

元/畝)を農家に負担させようとした。標準化園の整備とは、傾斜を 5 度前後まで整地すること

と、生育段階に応じた点滴かん水法を導入すること等であった。さらに、L 氏から堆肥の使用

も要請された。そもそも標準化園への投資は一般園より 2,000 元/畝高くなったにも関わらず、

手間のかかる堆肥の使用も要請されたため農家に嫌がられた。農家は農業関連企業の投資分担

を要求したが、L 氏は応じなかった。その代わりに、L 氏は買付価格の交渉に応じた上で、歩

戻し金の支払いを約束した。実は、買付価格の交渉と歩戻し金の話が出る前は投資の負担を受

け入れようとしなかった農家であるが、粗収入の増加が見込まれたことにより、投資の要求を

受け入れるようになった。しかし一方で、参加農家はこの特産地にしかない柑橘を栽培してい

る。これは人気商品であり、求める買手が多く存在している。そして、社員農家の農地は直営

農場周辺に立地し、合作社を形成するには欠かせない存在であった。したがって、XB 柑橘販

売会社にとって、その社員農家たちには特殊な競争力があり、別の産地では代替がきかない状

況であった。  

実際に取引した後、農家は出資をしていないにも関わらず利用高配当額を得ることを、話し

合いによって決められた点に注目したい。農家と合作社での話し合いの結果、利用に際しての

利用高配当額の支払い総額は合作社の配当余剰金 98.7 万元 23の 65%に決められた。ここでいう

配当余剰金は、農家が出資していないため自営農場の利益は含まれず、農家の出荷だけに基づ

く利益であり、各農家の出荷量に応じて支払われる金額である。理事も、配当というよりも参

加への協力金であると理解していることが、聞き取りで確認された。まさに出荷を促す歩戻し

金として支払われていることが認められるだろう。そして利用高としては、当地の柑橘の品質

に大きな差がないため取引量に基づくことになった。その結果、農家は平均で 2,052 元 24の歩

戻し金を得た。その歩戻し金の配分により、粗収入は平均で 16,855 元となった。この平均粗収

入は、歩戻し金がないときに比べ 14%
25の増加となり、さらに市場に売る場合より 29%の増加

となる。 

一方で、農業関連企業に要求された投資額は農家当たり平均 13,950 元(3.1 畝の場合)となって

おり、粗収入の 8 割にも達する大変な負担になっている。つまり、農家にとっては巨額の投資

費用に比べ、収入の増加は少ないわけである。そこで農業関連企業は農家に全額投資を行って

もらう見込みがないため、基盤整備である点滴かん水法の導入だけを強調した。農家は少ない
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利益しかもたらさないのであれば、全額投資よりも、その収入の増加に合わせた点滴かん水法

の導入だけを行うことになった。実際、農家の投資額は 1,000 元/畝であった。農業関連企業が、

自分で行っていたら投資したであろう直営農場と同じ投資基準 4,500 元/畝が適正投資であると

考えると、これに比べると実際の投資額はかなり少ないことが分かる。 

次に、完全な合作統合での適正投資の例として、事例 7「HP 製茶専業合作社」を紹介したい。

HP 合作社は 2007 年に HP 製茶有限会社の社長 S 氏が県政府の後押しを得た上で 315 戸の農家

と共同で出資金(550 万元)を供出し正規の合作社を設立した。社員による集積面積は 3,500 畝に

及んだ。2007 年には有機食品の認定を取得した。合作社は有機栽培の見本を社員農家に見せる

ため、完全統合により 500 畝の農地を直営農場として集積した。直営農場の段々畑、緩衝帯、

浄化用水路、労働費用等の圃場整備の費用は 4,229 元/畝ほどかかっている。また、有機栽培の

ため、社員農家各自の茶園の投資も直営農場と同じ有機基準で投資が求められた。 

取引後、社員集会での話し合いで農家による基盤整備を考慮した上で、配当余剰金が決めら

れた。なお、当該ケースにおいて農地への投資は農家だけでなく農業関連企業も分担している。

さらに配当余剰金は、農家が出資しているため直営農場からの利益も含めて計算されている。

その算出は取引が終わった後に話し合いによって決められ、合作社の売上から農家の農地への

投資額を差し引いて求められた。農家の投資負担分は考慮せず、農業関連企業の負担分を配当

余剰金に含め、それを農家へ配当して農地への投資額を補充するので、農地への投資分担が配

当によっても調整されていることになる。実際には配当余剰金は 1193.3 万元 26と決められ、出

資高配当 40%と利用高配当 60%として農家に配分され、農家一戸あたり 31,177 元 27が配分され

ることになった。利用高は、有機茶の品質に応じて買付価格が異なるため、取引金額に基づい

ている。買付収入 28,600 元(単収 200 kg/畝 ×買付価格 13 元/ kg ×11 畝)に対しても、十分な配当

が取引後の話し合いの結果、受け取られていることがわかる。さらに HP 合作社では、投資は

次のような形で具体的に分担されることも決められた。まず合作社が 1,767 元/畝の土壌培養等

の費用を負担する一方、農家は、茶が収穫できるまでの育成の無収入期間の受け入れと、圃場

整備のための労働費用を負担することが取り決められた。 

以上のような取り決めの中で、当初投資に難色を示した農家であったが、実際には直営農場

と同じ水準の 4,300 元/畝が農地へ投資されている。これらは農業関連企業と農家が投資を分担

して投資額の調整を行い、その結果、直営農場と同様な投資が実現されたといえる。 
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第5節 理論モデルの実証 

 

(1) 仮説と構成概念 

 

1) 仮説 

前節の理論モデルにより、完全な合作統合では適正投資が行われるのに、部分的合作統合で

は過少投資になることがわかった。本節では理論モデルを実証するため、合作統合に参加した

農家の投資行動を検討する。しかし、農家の農地投資へのデータがないため、直接、適正投資

あることを検証する通常の経済学的な実証分析はできない。したがって、面接調査に基づくア

ンケート調査結果を基にした因子分析をもとに、さらに因子の数値化（素点合計としての尺度

値 28）によって、仮説を検証するという経営学の手法を用いた。あくまでも傍証であるが、農

家の土地投資への意向は、理論仮説を検証することができると考える。 

まず、前節の理論モデルから以下のことがいえる。①外部機会の状況が農家に有利であるほ

ど過少投資になる。②農企業が交渉力を持つと、農家は過少投資になる。③農企業が農家の農

地への投資を分担するほど適正投資となる。さらに、④統合度合が相対的に弱い部分的合作統

合の場合、過少投資となる一方で、⑤統合度合が相対的に強い完全な合作統合の場合、適正投

資となる。したがって、以下の作業仮説を立てることにする。 

①農家の外部機会が大きいほど、過少投資になる。 

②合作社の交渉力が強いほど、過少投資になる。 

③農企業の投資分担があると、適正投資を行う。 

④部分的合作統合であると、過少投資になる。 

⑤完全な合作統合であると、適正投資を行う。 

2) 従属変数 

これらの仮説を実証するための従属変数は、投資行動を表す「過少投資(U1～U4)」「適正投

資(A1～A4)」である。そこで、合作社の直営農場の投資水準を適正投資とした場合、農家は同

じような水準で投資を行う意思があるかどうかについて、項目を考案した。その中で、過少投

資に関して 4 項目、適正投資に関しても 4 項目を策定した。しかし、ここでの過少投資、及び

過大投資は、あくまでも主観的なもので、客観的なデータによる経済学的な意味での過大・過

少投資ではない点に、分析の限界があることを認めざるを得ない。また、これら潜在変数の観

測変数としてたくさんの項目を考案したが、仮説の実証に寄与できる項目だけに絞った。それ
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を表 5.2 に示した。なお各項目の評価に関してはすべて 7 分位リッカート尺度を用いている。 

 

3) 独立変数 

また、独立変数となる投資行動の決定要因は、前節の理論モデルで用いた変数からなる。そ

れは、仮説 1 では「外部機会(E1～E3)」、仮説 2 では「交渉力(B1、B2)」、仮説 3 では「投資分

担(S1、S2)」、仮説 4 では「部分的合作統合(P1～P3)」、仮説 5 では「完全な合作統合(F1～F4)」

である。これら潜在変数の観測変数として多くの項目を考案したが、仮説の実証に寄与できる

項目だけに絞った。それを表 5.2 に示した。なお、各項目の評価に関してはすべて 7 分位リッ

カート尺度を用いている。次に、独立変数の構成概念におけるそれぞれの意味を以下で説明す

る。 

「交渉力」B は、合作社が社員農家に対して、自分の意思を押し通す力の程度である。合作

社の投資要請を農家に強く押し付ければ押し付けるほど、農家は投資するようになる。しかし、

農家は合作社の強引的なやり方に対して不満があり、要請された投資水準通りには投資を行わ

ない。その結果農家は過少投資となる。これを潜在変数とする観測変数の 2 項目 B1、B2(表 5.2)

を考案した。 

「外部機会」E は、農家がセカンドベストである商人と取引する容易さを表す。その地域に

しかない品質，環境，立地などの特殊性のある農家は、合作社と取引しなくともそれほどレン

表5.2　変数の構成

U1 合作社への参加は受動的であるため、合作社の直営農場のような投資を行わない

U2 合作社に参加しても、合作社に要請された投資水準に従わない

U3 合作社に脅かされる恐れがあるため、過少投資にする

U4 自分の請負地が合作社にとって重要であるほど、適正投資する必要がない

A1 積極的に合作社に参加し、直営農場のような適正投資を行う

A2 事前に合意した契約にしたがって、農地に積極的に適正投資を行う

A3 合作社が設定した農産物品質の基準に従って、積極的に適正投資を行う

A4 合作社は投資分担を協力してくれるため、適正投資を行う

b 独立変数

B1 合作社の理事会は常に一方的に、強引に押し込んでくるため、自分は従うしかできない

B2 合作社の理事会がいつも相談せず一方的に決めるので、自分は受け入れるしかない

E1 合作社との取引が取りやめになっても、ほかの買い手との取引が順調に進むことができる

E2 だれと取引しても、利益があまり変わらない

E3 請負農地は優れる環境(土質、交通の便など)に立地しているから、買付にくる商人が多い

S1 合作社の投資分担があるならば、合作社に要求された水準にしたがって投資を行う

S2 農地投資について、合作社は分担してくれれば、自分もより投資を行う

P1 合作社の基準に100%従って栽培していない。例えば、農薬、肥料、土壌改良など

P2 合作社の会議に参加しなくてはよいのならば、参加しない

P3 合作社の今後は自分と無関係だと思う

F1 積極的に合作社のサービスを利用する。例えば、農業資材の購買、農産物の販売など

F2 農業技術や防虫防災などの合作社の定期研修に積極的に参加する

F3 合作社が決めた買付価格、品質基準及び取引量などに対して、積極的に対応し、実施する

F4 合作社の取り決めに参加し、自分の意見をはっきり言う

a 従属変数

過少投資

適正投資

完全な合作統合

投資分担

部分的合作統合

交渉力

外部機会
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トに差はないが、合作社はその農家と取引しなければ大きなレントを失うことになるため、農

家の外部機会が大きいといえる。すなわち、外部機会が農家に有利である場合、農家の投資水

準は合作社に要請された水準より下回ることになる。この場合、過少投資になる。これを潜在

変数とする観測変数として、3 項目 E1～E3(表 5.2)を考案した。 

 「投資分担」S は、合作社の投資分担が農家の投資インセンティブを引き出せるかどうかに

ついての項目である。合作社の投資分担により農家の投資意欲がより引き出され、合作社に要

請されたような投資水準を行うようになる。従って、過小投資問題が解消される。これを潜在

変数とする観測変数の 2 項目 S1、S2(表 5.2)を考案した。 

 「部分的合作統合」P は、統合程度の低い垂直組織化のことを指す。農家と合作社の共同経

営の度合いは弱いため、農家は合作社に対する関心度も合作社の行事への参加程度も低い。す

なわち、農家は合作社への統合度合いが低いほど、合作社に要請されたような投資水準を満た

さないような行動を取る。この場合、過少投資になる。これを潜在変数とする観測変数の 4 項

目 P1～P4 (表 5.2)を策定した。 

 「完全な合作統合」F は、統合程度の高い垂直組織化のことを指す。農家と合作社の共同経

営の度合いは高いため、農家は合作社のサービス・研修も合作社の行事への参加程度も高い。

統合の度合が強く、正規の合作社といえる。よって、こうした統合であるほど農家の農地に対

する投資は最善の結果になる。これを潜在変数とする観測変数の 3 項目 F1～F3 (表 5.2)を策定

した。 

 

(2) 実証への試み 

 

以上の項目を含んだ質問票に基づき、2015 年には 3 か月をかけ湖南省の柑橘、野菜、水稲を

扱う合作社 9 社の社員農家に対して、無作為抽出で面接調査を行った。そのうち有効回答は 567

人、有効回答率は 95%以上に達した。 

この回答をもとに、合作社を絡めた流動化における農地への投資行動を検討していく。まず、

独立変数について合作社ごとに差があるかどうかを、一元配置分散分析によって検証していく。

次に、各潜在因子が各項目によって従属変数、独立変数として構成されているかを、確認的因

子分析によって検証していく。最後に、仮説を検証するために重回帰分析を用いる。 

1) 合作社間の差 

まず、一元配置分散分析を用いて 5 つの独立変数について、それぞれの合作社の平均の差を
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比較することにした。その結果を表 5.3、

表 5.4 にまとめた。表 5.3 の合作社ごとの

各独立変数の平均値を比較すると、部分

的合作統合、交渉力、外部機会に関して

は、全体の平均値を上回った合作社がほ

ぼ B、C、E、G 社に集中していることが

わかる。ただ、外部機会に関しては C 社

の代わりにD社が全体の平均値を上回っ

た。一方で、投資分担、完全な合作統合

に関しては、A、D、F、H、I 社が全体の

平均値を上回った。表 5.4 では合作社 9

社における独立変数において一元配置分

散分析の結果である。この表で示したように、すべての独立変数の F 値が 1 より大きく、有意

確率が 0.000 と 1%水準で有意である。よって、5 つの独立変数における合作社間の差は有意で

あると判断できる。 

 

2) 変数の検討 

 ここでは面接調査の回答をもとに、農地への投資行動の構成概念を検討していく。つまり、

各項目が各潜在変数に有意に負荷しているかを、最尤法、プロマックス回転を用いた因子分析

によって確認することとした(表 5.5)。 

 まず、従属変数である過少投資、適正投資については、すべて 0.400 以上の有意な負荷量が

計算できた。その結果、内的一貫性を表す α は、前者が 0.717、後者が 0.793 であり、高い信頼

性を示している。第 1 項との相関係数はおおむね高い値であり、収束的妥当性は満たしている。

KMO は 0.756、球面性検定の p 値は 0.000 であり、因子分析を行う妥当性が示されたが、カイ

二乗検定の p 値は 0.000 と帰無仮説を採択できず、適合性には問題を残した。 

 独立変数については、交渉力の項目 B2 以外のすべての項目が 0.400 以上の有意な負荷量を示

し、因子として形成された。その項目 B2 の負荷量は 0.243 であり、やや低い値になったが、独

立変数から取り除かないことにした。また、外部機会、交渉力、投資分担、部分的合作統合、

及び完全な合作統合について、それぞれ内的一貫性を表す α は、0.671、0.557、0.576、0.732、

0.818 となっており、交渉力と投資分担以外の変数が高い信頼性を示している。第 1 項との相関

表5.3　記述統計

合作社 度数
部分的

合作統合
交渉力 外部機会 投資分担

完全な
合作統合

A 社 75 2.78 2.83 4.36 5.87 6.12
B 社 20 3.60 3.13 5.47 5.48 5.24

C 社 62 3.39 3.09 3.99 5.08 5.07
D 社 94 2.51 2.49 5.07 6.33 6.16

E 社 80 4.23 4.81 4.52 5.19 4.97
F 社 25 2.91 2.96 4.17 5.84 6.25
G 社 84 3.06 3.20 4.53 5.52 5.72

H 社 31 2.59 2.15 4.33 5.71 6.48
I  社 96 2.59 2.58 4.09 5.70 6.18

合計/平均 567 3.04 3.07 4.47 5.66 5.79

平方和 自由度 平均平方 F 値 有意確率

グループ間 330.051 8 41.256 19.441 .000
グループ内 1184.161 558 2.122
合計 1514.213 566
グループ間 85.226 8 10.653 5.171 .000
グループ内 1149.559 558 2.060
合計 1234.786 566
グループ間 87.091 8 10.886 7.139 .000
グループ内 850.893 558 1.525
合計 937.984 566
グループ間 184.543 8 23.068 10.988 .000
グループ内 1171.492 558 2.099
合計 1356.035 566
グループ間 148.427 8 18.553 18.981 .000
グループ内 545.426 558 .977
合計 693.853 566

完全な合作
統合平均

交渉力
平均

表5.4 一元配置分散分析

外部機会
平均

投資分担
平均

部分的合作
合作平均
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係数はやや高い値であり、収束的妥当性は満たしている。KMO は 0.856、球面性検定の p 値は

0.000 であり、因子分析を行う妥当性が示されたが、カイ二乗検定の p 値は 0.000 と帰無仮説を

採択できず適合性には問題を残した。 

  以上の確認的因子分析により、因子を形成したすべての項目に基づく潜在変数が、従属変数、

独立変数として分析に利用できることになる。 

 

3) 仮説の検証 

 ここでは因子の数値化によって、仮説を検証していくこととした。数値化としては、素点合

計としての尺度値を用いた。まず、OLS による重回帰分析を用いて仮説を検証した。従属変数

は過少投資 U、もしくは適正投資 A であり、独立変数は農家の外部機会 E、農企業の交渉力 B、

農企業の投資分担 S、統合程度を表す部分的合作統合 P、及び完全な合作統合 F である。 

U, A = α0 + α1E + α2B + α3S + α4P + α5F + u    (1) 

表5.5　変数の構成及び確認因子分析

第1項との
相関係数

最尤法因
子負荷量

U1 合作社への参加は受動的であるため、合作社の直営農場のような投資を行わない 1.000 0.618

U2 合作社に参加しても、合作社に要請された投資水準に従わない 0.495 0.735

U3 合作社に脅かされる恐れがあるため、過少投資にする 0.357 0.633

U4 自分の請負地が合作社にとって重要であるほど、適正投資する必要がない 0.272 0.520

α 0.717

A1 積極的に合作社に参加し、直営農場のような適正投資を行う 1.000 0.795

A2 事前に合意した契約にしたがって、農地に積極的に適正投資を行う 0.689 0.854

A3 合作社が設定した農産物品質の基準に従って、積極的に適正投資を行う 0.491 0.665

A4 合作社は投資分担を協力してくれるため、適正投資を行う 0.421 0.487

α 0.793

KMO 0.756 自由度 P値
球面性 1267.450 28 0.000

カイ二乗 65.992 13 0.000

第1項との
相関係数

最尤法因
子負荷量

E1 合作社との取引が取りやめになっても、ほかの買い手との取引が順調に進むことができる 1.000 0.580

E2 だれと取引しても、利益があまり変わらない 0.416 0.748

E3 請負農地は優れる環境(土質、交通の便など)に立地しているから、買付にくる商人が多い 0.345 0.596

α 0.671

B1 合作社の理事会は常に一方的に、強引に押し込んでくるため、自分は従うしかできない 1.000 0.983

B2 合作社の理事会がいつも相談せず一方的に決めるので、自分は受け入れるしかない 0.386 0.243
α 0.557

S1 合作社の投資分担があるならば、合作社に要求された水準にしたがって投資を行う 1.000 0.540

S2 農地投資について、合作社は分担してくれれば、自分もより投資を行う 0.408 0.691

α 0.576

P1 合作社の基準に100%従って栽培していない。例えば、農薬、肥料、土壌改良など 1.000 0.423

P2 合作社の会議に参加しなくてはよいのならば、参加しない 0.416 0.928

P3 合作社の今後は自分と無関係だと思う 0.395 0.678

α 0.732

F1 積極的に合作社のサービスを利用する。例えば、農業資材の購買、農産物の販売など 1.000 0.845

F2 農業技術や防虫防災などの合作社の定期研修に積極的に参加する 0.557 0.686

F3 合作社が決めた買付価格、品質基準及び取引量などに対して、積極的に対応し、実施する 0.491 0.486

F4 合作社の取り決めに参加し、自分の意見をはっきり言う 0.621 0.771

α 0.818

KMO 0.856 自由度 P値
球面性 2393.136 91 0.000

カイ二乗 66.524 31 0.000

a 従属変数

b 独立変数

交渉力

外部機会

投資分担

部分的合作統合

完全な合作統合

過少投資

適正投資
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α0を定数、αi�i = 0～5 を推定するパラメータ、uを攪

乱項とする。その結果、従属変数の各因子において有

意な結果が得られた(表 5.6、表 5.7)。表 5.6 で示したよ

うに、従属変数として過少投資を用いた場合、投資分

担を除いたすべての独立変数が統計的に有意であった

が、完全な合作統合だけで有意に負であった。すなわ

ち、農家の外部機会と農企業の交渉力は理論モデルで

説明したように、過少投資の意思決定に影響を与える

主な要因であることが確認された(仮説 1、仮説 2 の検

証)。また、農企業と農家の垂直的組織化の形態は、部

分的合作統合であるほど農地に対する投資が過少とな

る結果であった(仮説 4 の検証)。そして、表 5.7 から読み取れるように、従属変数として適正投

資を用いた場合、外部機会を除いたすべての独立変数の属性はほぼ予想通りの結果が得られた。

さらに、投資分担と完全な合作統合は統計的に有意で正であったが、交渉力と部分的合作統合

は有意に負であったため、投資分担と高い統合程度である完全な合作統合は、適正投資を促す

主な要因として寄与していることが確認できた(仮説 3、仮説 5 の検証) 

 

第6節 おわりに 

 

中国農村では農地流動化と合作社という混在した発展戦略がとられている。本稿の特色は両

者を垂直的組織化という枠組みでまとめ、農地への投資行動という視点で整理したことにある。

湖南省において収集した事例から垂直的組織化は、(1)完全統合、(2)完全な合作統合、(3)部分的

合作統合、(4)契約生産に整理できることが分かった。 

本章では第 1 に、農産物調達制度として、これらの制度が選択された理由を考察した。その

中でも特に、農業関連企業によるベテラン農家からの買付調達を主目的とする場合には完全な

合作統合が、農業関連企業の直営農場からの調達を主目的としながらも、形式的に合作社が設

立される場合には部分的合作統合が選択されることを説明した。第 2 に、そのような調達制度

の違いが、農地への投資の分担の違いをもたらす事実を理論的に示した。つまり、完全な合作

統合では農業関連企業と農家による分担、部分的合作統合の場合は農家のみによる負担が、経

済合理的な結果として生じることを明らかにした。つまり、農産物調達制度と農地への投資行

表5.6 過少投資の重回帰分析

B ｔ値

定数 8.244 5.089 0.000 ***
外部機会 0.132 3.614 0.004 ***
交渉力 0.281 9.421 0.000 ***

投資分担 0.073 0.927 0.354
部分的合作統合 0.499 2.88 0.000 ***
完全な合作統合 -0.193 -4.038 0.000 ***

R2 .370

注：1)数値化として、素点合計としての尺度値を用いた.

     2)****は1％,**は5％,*は10％水準で統計的に有意．n=567

表5.7 適正投資の重回帰分析

B ｔ値
定数 10.563 9.875 0.000 ***

外部機会 0.027 0.663 0.508
交渉力 -0.118 -2.536 0.011 **

投資分担 0.108 2.111 0.035 *
部分的合作統合 -0.105 -2.971 0.003 ***
完全な合作統合 0.320 9.019 0.000 ***

R2 .293
注：1)数値化として、素点合計としての尺度値を用いた.

     2)****は1％,**は5％,*は10％水準で統計的に有意．n=567

有意確率

有意確率
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動という本来異質な属性が、実は有機的に関係して農業関連企業や農家の行動を規定している

と言える。第 3 に、これらの類型の違いにより、農地への適正投資がもたらされる場合と、過

小投資になる場合があることを理論的に示した。適正投資をもたらすのは完全統合であるが、

それだけではなく完全な合作統合も適正投資を引出すことになる有望な方法であることを説明

した。第 4 に、面接調査の結果を用いて合作社での社員の農地への投資行動を実証した。分散

分析、因子分析及び重回帰分析を用いで理論モデルに説明された過少投資または適正投資をも

たらす要因を検証した。 

本章からの含意は、中国の農村発展のためには農地を適正に利用できる完全な合作統合の戦

略を取るべきであるとの提言である。一方で過少投資となる部分的合作統合をとらざるをえな

い形態があることも事実である。この状況を改善するため、出資金額の制限と合作社の参入条

件の設置などを法的に規制する一方で、合作社を設立する初期段階において農業関連企業によ

る過少投資という非効率性の存在を容認しながら、合作社が成功していくにつれて、完全合作

統合への転換を図るというのも一案かもしれない。今後中国農村では、このような制度の有機

的な関連を組み込んだ、さらに具体的な農村発展戦略を策定していくことが求められる。 

 

 

 

註 1) 烏雲其木格(2011)『関于検査農村土地承包法実施情況的報告』第十一回全国人大常委会． 

2) 国家工商総局(2012)「全面提昇農民合作社登録管理効能」． 

3) 農地への投資を具体的にいえば、例えば、有機農産物栽培の場合、有機茶が 3 年間で成園化し、4 年目か

ら収穫するため、初期投資は 3 年間に渡って圃場整備と土壌培養を行う必要がある。圃場整備には、段々

畑の整備(平均 25 度斜面)、深耕作業、境界域での緩衝地帯の整備、用排水分離と農業用水路の水質浄化

工事などの内容を含みます。土壌培養の内容は基準に満たす堆肥(緑肥)と良質な培養土の投入、土の酸性

度の調整などである。また、3 年間の無収入と投入した労働、及び圃場整備に関わる研修などの人的投資

も含みます。ほかには、一般農地のインフラ整備は団地の農道・農業用水路などの耕地整理やスプリンク

ラー灌漑の整備、農地の区画整備などの内容を含んでいます。 

4) 交渉ゲームに関しては、Sunding, et al.(2001)のイノベーション投資が決定される研究を参照したが、それ

をホールドアップ問題に結び付けた点が本稿のオリジナルである． 

5) 湖南農村経済管理局の 2011 年 7 月の資料による。 

6) 寳劔(2015)によると、農民専業合作社は特定作目を栽培する大規模経営農家や仲買人、アグリビジネス企

業や地方政府などによって結成された組織の総称である。筆者の現地調査によって、仲買人、アグリビ

ジネス企業に主導された合作社は多く存在している。 

7) 合作社法では、利用高配当は配当余剰金の 60%より少なくしてはならないことだけが定められており、

その運用は合作社での話し合いで自由にまかされている。利用高配当は、主に合作社向けの農産物の出荷

量により配当を行う。中国では独自に配当という用語を利用して、出荷奨励の歩戻し金として支払いがな

されている。 

8) 農家の平均純収入は、聞き取り調査により事例 1 で 64,740 元、2 で 24,000 元、3 で 24,200 元、4 で 176,800
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元、5 で 40,000 元、6 で 16,590 元、7 で 74,532 元である。 

9) 農家の平均純収入は、聞き取り調査により事例 8 で 14,400 元、9 で 5,016 元、10 で 14,880 元、11 で 14,000

元、12 で 12,642 元、13 で 15,000 元、14 で 4,050 元である。 

10) 楊(2012)によると、平均純収入が 15,000 元以下となる農家は小農、30,000 元以上となる農家は上農、そ

の間の農家は中農と定義されている。 

11) 投資額 I は実に土壌改良、農地のインフラ整備のためかかった金額のことを指している。投資費用 c(I)

はこの投資額だけでなく、その農地に投入した労働力と努力及び技術などの人的投資による発生した費

用も含んでいる。 

12) 合作社は買付価格が引き下がる代わりに、投資の一部を分担することになった。投資の分担額は合作社

の販売利益から賄う以外、主に政府の投資補助金の獲得と投資の分担額の社内自主的節約によりカバー

するなどの工夫がある。例えば、合作社が分担した投資費用の約 10%は整備資材の社内調達により節約

できた。 

13) 43,740 元は、買付価格 9 元/kg×買付量 450kg/畝×平均作付面積 10.8 畝より求めている。 

14) 12,258 元は、投資を分担する場合の農家平均収入 30,618 元から投資を全額負担する場合の農家平均収入

18,360 元を引いて求めている。30,618 元は買付価格 9 元/kg の場合の平均粗収入 43,740 元－農家の投資

費用 13,122 元、また 18,360 元は買付価格 11 元/kg の場合の平均粗収入 47,520 元－全額投資費用 29,160

元より求めている。  

15) 北方地方に産出するナツメが南方に移植する。 

16) 7,000 元は、(買付価格 6.5 元/kg－市場価格 5.5 元/kg)×買付量 2,000 kg /畝×平均作付面積 3.5 畝/戸より求

めている。 

17) 56万元は、(買付価格6.5元/kg－市場価格5.5元/kg)×買付量2,000 kg /畝×買付面積280畝より求めている。 

18) 5.6 万元は、販売利益の増加分 61.6 万元－多く支払った買付代金 56 万元より求めている。61.6 万元は、

(高品質ナツメの販売価格 8.2 元/kg－一般品質ナツメの販売価格 7.1 元/kg)×買付量 2,000 kg /畝×買付面積

280 畝より求めている。 

19) 合作社法を基礎としながら、実際の配当の配分は以下のように決められていた。①合作社の粗収入から

買付代金と運営費用を差し引いた後の残りは余剰となる。②余剰から合作社の公積金・公益金を差し引

いた後に残る余剰部分は「配当可能な余剰」。③「配当可能な余剰」は歩戻し金としての利用高配当と出

資配当として農家と農業関連企業の間で配当する。合作社法は利用高配当が配分可能な剰余の 60%以上

を当てなければならない一方で、出資配当が配当可能な剰余の 40%以下に抑えなければならないと決め

ている。つまり、農家に配当される金額は、投資額を考慮しながらその決められた枠内で合作社との話

し合いにより決定されている。 

20) 現実では企業の余剰金配分は通常行われないが、買付価格などの交渉を通じて両者の利益配分が行われ

る。 

21) 19%は、表 5.1 事例 8~14 における部分的合作統合の場合、(農家の投資額の総額÷直営農場の整備費用の

総額)×100%より求めている。 

22) 44%は、表 5.1 事例 1~7 における完全な合作統合の場合、(農家が分担した投資額の総額÷直営農場の整

備費用の総額)×100%より求めている。 

23) 98.7 万元は、合作社の売上 871.2 万元－(買付代金 464.6 万元＋販売等費用 290.4 万元)－15%の公積金・

公益金から求めている。合作社の売上をいくらに見積もるかは、農家と農業関連企業が話し合って決定

されており、当該ケースでは単収 1500 kg /畝×6 元/ kg×968 畝として計算していた。 

24) 2,052 元は、利用高配当総額 64.1 万元÷社員全員の取引量 145.2 万 kg×農家の平均取引量 4,650kg(1500 kg /

畝×3.1 畝)から求めている。利用高配当総額は余剰金 98.7 万元の 65%であった。 

25) 14%は、歩戻し金 2,055 元÷農家の平均粗収入 14,880 元(3.2 元/kg)×100 より求めている。また 29%は、(歩

戻し金を含む農家の平均粗収入16,855元－市場価格時の平均粗収入13,020元)÷市場価格時の平均粗収入
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13,020 元×100 より求めている。 

26) 1193.3 万元は、合作社の売上 3,800 万元－(買付代金 910 万元＋自営農場の第 1 次費用 75 万元＋農家の

農地への投資分担 861.7 万元)－20%の公積金・公益金より求めている。合作社の売上をいくらに見積も

るかは、農家と農業関連企業が話し合って決定されており、仕上茶 50 kg/畝×190 元/ kg×4000 畝として計

算していた。 

27) 31,177元は、出資高配当8,678元＋利用高配当22,499元より求めている。前者は出資高配当の総金額477.3

万元÷出資金 550 万元×農家の平均出資金額 10,000 元より求められ、ここで、出資高配当の総金額 477.3

万元は配当余剰金 1193.3 万元の 40%より求めている。後者は利用高配当の総額 715.9 万元÷取引総金額

910 万元×農家の平均取引金額 28,600 元より求められ、ここで、利用高配当の総額 715.9 万元は、配当余

剰金 1193.3 万元の 60%より求めている。 

28) 因子の数値化には、因子得点と尺度値を算出する方法がある。尺度値の場合は、十分な因子負荷量を示

した観測変数のみを用いるため、因子の意味付けが明確に維持されるメリットがある。これを生かすた

め、、ここでは因子の数値化として、素点合計としての尺度値を用いた。 
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第6章 中国の都市近郊における農地転用に関する一考察 

―深圳市を事例として― 

 

 

第1節 はじめに 

 

 第 2 章で纏めたように、1978 年から 2002 年までの 25 年間は農地転用の第 1、2 期に当たる。

よって、本章ではこの転用の第 1、2 期において、浮き彫りになった無秩序な農地転用問題の実

態と形成要因を明らかにする。 

中国ではよく知られているように、改革開放以降、中国では急速な経済発展に伴い、都市や

農村地域では大きな変貌を遂げつつある。なかでも、香港に接しているという地理的優位と特

恵政策の恩恵を得ていること、また百万人近い人材の活躍によって深圳市の経済発展は驚くほ

ど速い。1979 年に宝安県から深圳市へ昇格してからは、数十年あるいは数百年かかるはずの都

市化が二十数年間という短い期間で急速に進み、深圳市は辺鄙な片田舎から現代化された大都

市へと急成長してきた。農地の他用途への転換は地域の経済発展からみて必然的な現象であり、

これを抑制することは困難であった。しかしながら、これまでの農地転用は単に農地面積を減

少させたばかりでなく、都市近郊の優良農地をも消失させ、都市農業を消滅の危機にさらす無

秩序な農地転用となってしまった。従って、経済特区 1が設置された 80 年代以降の深圳市にお

いて農地転用は都市開発と共にどのようになされたのか、また農地転用にかかわる規制の効果

がどの程度であったのか、という実態を踏まえたうえでその要因を検討する必要がある。 

中国では、図 6.1 に示した①と②の 2 種類の農地転用の方法が行われている。①は政府が公

共の目的のために、農地を強制収用してから国有地として土地一次市場 2 で転用していく方法

である。これは 1998 年に改訂された新しい「土地管理法」により合法化されたものである。し

かし、曖昧な土地財産権とその収益分配の不平等さ、過剰な土地収用と土地投機、そして低す

ぎる収用補償金により土地収用の範囲が公共目的を超え、不適切な転用や不正転用をもたらし
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てしまった問題が指摘されている(李・孫[2012]、阮[2010]、汪[2002]、汪・黄[2004])。②はヤミ

市場による農地の違法転用である。「土地管理法」や「基本農田保護条例」において収用以外の

農地転用が禁止されているにもかかわらず、郷(鎮)村政府や村民が自ら農地を建設用地(工場や

住宅等の用地)に転換してからヤミ市場で違法転用するパターンである。この違法転用の現象は

全国で起きていることが指摘されている(張[1999])。上記のような無秩序な農地転用の原因とし

ては、土地市場において効率的な資源配分が達成できないこと、不完全な法規制による土地投

機の発生などが指摘されている(李ら[2005]、宋ら[2002])。そのような都市開発一辺倒の農地転

用を改善する対策として、「土地用途制限」や「占補平衡」等の農地保全政策の研究も行われて

いる(張[2011]、鄭[1999])。 

ただし、これまでの既存研究では、国有地化後の農地転用に関する土地収用の実態や要因に

焦点を当てたものが多く、農地の違法転用に関する研究は未だ不十分であると考えられる。そ

こで本稿では、経済特区が設置された 80 年代以降を対象に、①「土地管理法」により合法化し

た国有地化後の農地転用、および②農地の違法転用の 2 つの側面からみた農地転用の実態とそ

の要因、また転用規制としての農業保護区の効果を深圳市の事例を用いて明らかにすることを

課題とする。 

深圳市を取り上げた理由は、深圳市が 80 年代頭から相次いで多くの経済改革の試みがなされ、

全国に先駆けて｢土地有償転用｣が試行された地域であるからである。1987 年 11 月に国務院の

承認により、深圳市以外の上海、天津、広州、アモイ、及び福州において、ようやく土地使用

制度の改革が始まった。そして、80 年代の農地転用はまだ内陸地域まで普及しておらず、深圳

市に限定された制度だと言っても過言ではない。さらに、90 年代から農地転用はようやく内陸

地域まで普及するようになった一方で、都市化と工業化がかなり進んできた深圳市は、土地の

囲い込みと投機により農地を食いつぶしてしまい、無秩序な農地転用が深刻な問題になった。

つまり、1978 から 2002 年までの 25 年間は、深圳市を初めとした転用の合法化から無秩序な転

①  

 

            ② 

国有土地 農 地 

ヤミ転用市場 

 

一次(転用)市場   

出所： 筆者作成. 

 

第 6.1図 農地転用の仕組み 

 

土地収用による所有権変更 
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用の顕著化する時期に当たる。 

なお、分析で使用する現地調査で収集してきた資料やデータは 1979 年から 2003 年にかけて

のものである。農地転用に関する情報は一般的に秘匿で非公開であり、政府でさえ見抜けず把

握できないことも多く、本稿では限られたデータの下での検討にとどまらざるをえなかった。 

 

第2節 深圳市の概況と土地利用の状況 

 

深圳市は広東省にあり、香港に隣接している。1980 年には｢深圳経済特区 3｣が設置された。

深圳市は国務院から省レベルに相当する経済管理権限と地方の法律法規を制定する権限を与え

られた。そして、かつては広東省の一小鎮（町）に過ぎなかったが、現在では世界の工場と称

されるほどに発展した。深圳市の総生産額は 1979 年の 1.96 億元から 2005 年の 4,95.91 億元ま

で平均して毎年約 38%の経済成長率を遂げてきた。産業別にみると、2005 年の域内総生産に占

める割合はそれぞれ第 1 産業で 1%、第 2 産業で 53%、第 3 産業で 46%であった。深圳市は香

港の産業の受け皿としてだけでなく、裏庭として香港人の食卓を守る食料提供の使命も負うこ

とになったため、深圳市の農業は｢生鮮農産物に対する市内の需要を満たすと同時に、香港への

輸出に寄与する｣ものとして位置づ

けられた 4。ゆえに、深圳市では都

市農業であっても、食料供給基地と

して重要な役割を担っている。深圳

市の面積は約 1,952 ㎞ 2であり、市街

地面積は 1979 年の 3 ㎞ 2から 2004

年の 551 ㎞ 2にまで拡大し、特に 90

年代以降の市街地開発が飛躍的に進

んだ。都市開発と共に、農業用地の

割合は 70 年代初頭の市域全体の 8

割以上から 2000 年以降になると 5

割にまで下回ってしまった(図 6.2)。

耕地面積でみると 2000 年までに

31,451ha も激減していた(図 6.3)。つ

まり、都市化の波が深圳市の特区か

注：未利用地は未利用地とそのた土地(閑置用地、空閑用地)を含む

出所：中国大地出版社『深圳市不動産発展報告書2005-2006』2006年、55ページ

第6.2図　1973-2004年深圳市土地利用の変遷
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出所：深圳市農林漁業局提供

第6.3図　深圳市耕地面積の推移
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ら特区外へと全市規模で広がり、農地の都市的土地利用への大量転用、特に耕地の転用問題が

深刻であったことがわかる。 

 

第3節 地方政府による国有地化後の農地転用の実態とその要因 

 

(1) 国有地化後の農地転用の実態 

 

国有地化後の農地転用の場合、深圳市

政府は公共の目的のために農地を強制収

用してから、国有地として土地一次市場

で、振り替え、協議、入札、競売の方法

によって転用していく。農地転用面積の

推移を示した表 6.1 から、一次市場にお

ける転用面積は 1993 年から一層拡大し

たことがわかる。これは外資の参入によ

る直接投資の急増と関わりがある。工業

向けの協議による転用面積は総転用面積

の 67%に達した。インフラ整備向けの振

替えによる転用面積は総転用面積の20%

を占めた。商業、旅行、娯楽及び商品住

宅等の企業経営のための用地の場合、入

札と競売によって農地を転用するしか方

法がない。その面積は総転用面積の 13%

を占めた。ただし、2000 年からの 4 年間

だけで、入札と競売によって農地の転用

面積は全体の 30%にまで上昇した。これ

は 90 年代後半から起こった不動産開発

ブームによるものである。 

さらに、経済特区と特区外(宝安区と龍

崗区)という両地域に分けてその転用の

単位：ha

振替え 協議 入札 競売 合計

1987年 ― 10.24 4.64 0.66 15.54
1988年 79.73 145.64 4.66 0.09 230.12
1989年 158.83 29.36 3.63 ― 191.82
1990年 94.17 159.64 14.31 ― 268.12
1991年 168.13 514.17 10.49 ― 692.79
1992年 155.75 603.12 2.73 ― 761.60
1993年 108.21 1,571.92 1.87 ― 1,682.00
1994年 93.59 1,423.21 56.62 3.80 1,577.22
1995年 810.79 1,029.43 39.22 ― 1,879.44
1996年 167.83 936.40 143.73 ― 1,247.96
1997年 ― ― ― ― ―
1998年 ― ― ― ― ―
1999年 ― ― ― ― ―
2000年 235.93 605.81 208.11 26.73 1,076.58
2001年 198.32 690.33 337.28 25.06 1,250.99
2002年 350.84 389.22 540.64 51.62 1,332.32
2003年 138.87 954.15 208.58 100.62 1,402.22

合計 2,760.99 9,062.64 1,576.51 208.58 13,608.72

資料：深セン市計画国土局｢深セン市土地資源｣1998年、182ページ.

　　　　深セン市国土資源と不動産管理局｢深セン市土地資源利用及び保護十一五計画｣

　 　　 2005年12月、10ページ.

注：「ー」データがない

表6.1　1987-03年政府による農地転用面積

単位：ha

振替え 協議 入札 競売 合計

1987年 ― 10.24 4.64 0.66 15.54
1988年 79.73 145.64 4.66 0.09 230.12
1989年 158.83 29.36 3.63 ― 191.82
1990年 94.17 99.20 14.31 ― 207.68
1991年 156.50 355.19 10.49 ― 522.18
1992年 72.40 427.63 2.73 ― 502.76
1993年 47.50 534.32 1.87 ― 583.69
1994年 93.59 112.65 56.21 3.80 266.25
1995年 759.74 235.70 39.22 ― 1,034.66
1996年 44.09 197.22 95.09 ― 336.40

合計 1,506.55 2,147.15 232.85 4.55 3,891.10

資料：深セン市計画国土局｢深セン市土地資源｣1998年、182ページ.

注：「ー」データがない

表6.2　1987-96年特区における農地転用面積

単位：ha

振替え 協議 入札 競売 合計

1987年 ― ― ― ― ―
1988年 ― ― ― ― ―
1989年 ― ― ― ― ―
1990年 ― 60.44 ― ― 60.44
1991年 11.63 158.98 ― ― 170.61
1992年 83.35 175.49 ― ― 258.84
1993年 60.71 1,037.60 ― ― 1,098.31
1994年 ― 1,310.56 0.41 ― 1,310.97
1995年 51.05 793.73 ― ― 844.78
1996年 123.75 739.18 48.64 ― 911.57

合計 330.49 4,275.98 49.05 ― 4,655.52

資料：深セン市計画国土局｢深セン市土地資源｣1998年、182ページ.

注：「ー」データがない

表6.3　1987-96年特区外における農地転用面積
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状況を確認してみると(表 6.2、表 6.3)、経済

特区において協議による転用面積は全体の 5

割強、振替えによる転用面積は 4 割弱、その

他の方式による転用面積は 1 割未満であった。

これに比べ、90 年以降、政府は特区外の土地

を一次市場に投入しはじめ、協議による転用

面積は全体の 9 割以上に達した。特に 1992

年以降の転用面積は一気に増加した。また、

入札によって転用した面積はわずかで、競売

は行われなかった。統計によると、深圳市の

農地面積は 1987 年から 2000 年の間で

23,371ha 減少した。これは同時期における一

次市場での転用面積 13,744haの 2倍近くにな

る。潰廃された農地は転用された後、利用さ

れずに未建設空き地になってしまう。「土地管

理法」に反するこの未建設の空き地はほぼ特

区外の両区に顕在した。表 6.4 から、宝安区、

龍崗区ともに不正転用がなされた未建設空き

地は大量に存在していたことがわかる。 

 

(2) 国有地化後の農地転用の要因 

 

 農地転用は、政策、経済(需給)、行政判断

の法に対する優位性(以下、行政判断の優位性

と呼ぶ)といった要因から引き起こされるあ

らゆる面から様々な影響を受けている。国有

地化後は、主に工業需要と住宅需要という土

地需要側の要因と、行政判断の優位性という

土地供給側の要因が過剰転用をもたらしてい

る。 

鎮名 建設済み用地(a) 未建設空き地(b) b/a

西郷 1,500                910                   61%
福永 540                  860                   159%
沙井 840                  1,010                 120%
松崗 670                  580                   87%
光明 270                  120                   44%
公明 1,020                980                   96%
石岩 470                  460                   98%
龍華 930                  2,380                 256%
観瀾 1,400                1,940                 139%
合計 7,640                9,240                 121%

鎮名 建設済み用地(a) 未建設空き地(b) b/a

平湖 740                  890                   120%
布吉 1,560                1,660                 106%
横崗 1,020                950                   93%
龍崗 1,140                1,150                 101%
坪山 680                  860                   126%
坑梓 300                  660                   220%
坪地 460                  310                   67%
葵涌 480                  200                   42%
南澳 170                  60                    35%
大鵬 520                  110                   21%
合計 7,070                6,850                 97%

注：未建設空き地とは必要以上に転用されてしまった土地が、資金不足などの原因で

　　建設せずに空き地になってしまったことである.

資料：北京大学都市と環境学系｢深セン市宝安区環境総体規划｣1994年

         深セン市規划国土局｢深セン市土地資源｣1998年、72,159ページ

                           宝安区                 単位：ha、%

                            龍崗区                 単位：ha、%

表6.4　1994年宝安、龍崗における未建設空き地の状況

単位：万ドル

直接投資額 対外債務額

1979年 1,537 548

1980年 3,264 2,755

1981年 11,282 8,618

1982年 7,379 5,771

1983年 14,394 11,316

1984年 23,013 18,640 1,962

1985年 32,925 17,989 13,585

1986年 48,933 36,450 10,860

1987年 40,449 27,379 12,436

1988年 44,429 28,716 14,430

1989年 45,809 29,252 15,563

1990年 51,857 38,994 12,360

1991年 57,988 39,875 17,184

1992年 71,539 44,879 25,808

1993年 143,217 98,900 43,762

1994年 172,959 125,046 47,367

1995年 173,545 130,989 42,556

1996年 242,242 205,065 37,177

1997年 287,168 166,112 57,095

1998年 255,222 166,357 55,717

1999年 275,422 177,839 64,077

2000年 296,839 196,145 43,671

2001年 360,277 259,080 44,527

2002年 490,220 319,101 49,511

2003年 504,213 362,344 57,928

資料：深圳市統計局『深圳市統計年鑑2006』により作成 .

日付 合計

表6.5　外資利用金額の推移
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要因 1：工業需要による農地転用という需要側の要因 

外資の直接投資は年々増え、深圳市経済発展にとって積極的な寄与を果たしてきた(表 6.5)。

その投資の内訳をみると、全体の 61.7%は工業に集中した(表 6.6)。そこで、経済特区が設置さ

れた 1980 年当初、深圳市政府はより多くの企業を誘致するため企業への土地の転用価格(払い

下げ価格)を切り下げ、時には土地の取得コストぎりぎりの水準になるケースもよく見られた。

そのため、多くの外資企業が生産拠点を深圳にシフトし、工場建設という第一次土地囲い込み

ブームが起こった。例えば、1979 年末、香港妙麗グループ会社を誘致するために、深圳市側は

ぎりぎりの転用価格で土地を提供した。その転用価格は収用価格(土地収用費用、補償費、基本

建設費)とほぼ同じであった。また、深圳中華自転車(集団)株式有限会社を建設する資金を調達

するため、香港の企業を誘致した。深圳市と香港は、深圳市側が安い転用価格で土地を提供し、

香港側が資金･設備を供給することで得た利潤を双方に配当することで合意した(深圳市規劃国

土局[1998])。しかし、土地投機のため、参入してきた外資企業も少なくない。これらの企業が

工場建設の名義で土地買占めに殺到した結果、過剰な農地転用を招いてしまい、未建設の空き

地となるケースが度々みられた。 

  要因 2：住宅需要による農地転用という需要側の要因 

深圳市に昇格して以来、人口数は

1979 年の 314,100 人から 2002 年の

7,466、200 人にまで増加した。これ

によって、深圳市の都市化率も 20%

から 80%まで一気に進んできた(図

6.4)。その結果、90 年代で不動産建

設という第二次土地囲い込みブーム

が生じた。なぜならば、それは 1992

年に鄧小平による「南巡講話」をき

っかけにして、全国から集まってき

単位：万ドル

産業

項目数 153 0.6% 18,245 77.3% 79 0.3% 171 0.7% 1,048 4.4% 1,259 5.3% 2,653 11.2%

外資利用額 4,688 0.2% 1,235,986 61.7% 12,087 0.6% 140,714 7.0% 61,785 3.1% 241,451 12.0% 307,832 15.4%

出所：汪治「深圳市利用外資的現状及び其資本結構国際化的策略」『特区経済』  No.1,p.37.

表6.6　1979-99年における産業別外資利用の状況

その他農業 工業 建設業 交通運輸郵便
卸売り，小売
貿易，飲食

不動産業社会サ
ービス

注：工業化＝第二次産業/国内総生産　　　　都市化＝戸籍非農業人口/戸籍人口

出所：深圳市統計局『深圳市統計年鑑2006』48、49ページにより作成.

　　　　李萍｢深圳市城市化進程的実証研究｣、8ページ.

図6.4　総人口と都市化・工業化
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た百万人近いエリートが深圳市民になり、住宅需要を刺激したからである。統計データによる

と、1992 年から不動産開発の割合は全社会固定資産投資額の 3~4 割に達した。しかし、住宅開

発のデベロッパーの中では今後の地価上昇を狙って農地を過剰に転用してしまい、未建設の空

き地となるケースも少なくなかった。 

要因 3：行政判断の優位性による農地転用という供給側の要因 

よく知られているように、中国政府は土地収用市場の唯一の需要者であるだけでなく、土地

一次市場の唯一の提供者でもある。ちなみに、一次市場の需要による入札や競売の方法で生み

出された転用価格は、｢土地管理法｣に定められた収用価格の数倍、数十倍ひいては数百倍以上

高くなった場合もある(周[2006])。土地市場を独占している政府は、収用価格と転用価格との差

益の旨味を知っているため、農地を過剰に転用しがちである。また、地方政府は政治･行政主体

であるというばかりでなく、経済主体でもあったため、地方財政での収益を拡大させたがる。

当初、転用収入は、中央と地方が 4:6 で配分することになっていたが、1994 年以降にはそれら

はすべて地方に留保させることになり、地方政府の重要な資金源となっていった。その収入の

大部分は統計に現れない「予算外資金 6」）として地方政府の財政運営を支えている(国務院発展

研究中心“中国土地政策改革課題組”[2006])。言い換えれば、政府にとって土地の転用価格を上

昇させることは財政収入を拡大する絶好の手段にほかならない。そこで、深圳市は都市開発の

進捗に応じて一次市場における土地の供給量および転用価格を操作しながら、過剰な農地転用

を行いがちであった。こうして、「土地管理法」があるにもかかわらず行政は法を越えて転用を

推し進めてしまい、いわば地方政府の行政判断の法に対する優位性が過剰な農地転用をもたら

し、未建設の空き地が多く存在するようになったといえる。 

 

 

第4節 農地の違法転用の実態とその要因 

 

(1) 農地の違法転用の実態 

 

80 年代から｢貧困から脱出したいならば、貸工場

を建てる委託加工プロジェクトを推し進めよう｣と

いうスローガンの認識が農村地域で広まった 7。国

有地化後の農地転用の場合、農地が収用される時に

単位：ha

合法用地 違法用地

大康 16.4 51.9
横崗 16.5 7.3
荷坳 45.6 15.0
安良 30.5 39.3
六約 45.5 90.9
西抗 17.6 19.5
保安 47.3 78.3
四聯 18.3 25.1

黄閣抗 47.0 2.3
合計 284.8 329.6

出所：深セン市国土局龍崗分局のデータにより作成.

建設用地
行政村名

表6.7　龍崗区横崗鎮違法用地面積
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畝 8当り3～5万元の収用補償金を村民委員

会に渡すが、村民のもとにはそのうちの 1

万元ぐらいしか配分されない。この配分金

額は土地の市場価格を大幅に下回るといえ

る。もしインフラ整備のために土地が収用

されると、畝当たり 5,000～8,000 元まで下

がる。このような収用補償金の配分は土地

所有者である村民委員会と村民にとってあ

まりにも不公平であり、土地の資産価値は

十分に反映されていない 9。そのため、村

民委員会と村民にとっては農地を政府に収

用されるよりヤミ転用市場に出した方が有

利になる。その結果、土地投機に伴う違法

転用は絶え間なく広がっていった。この違

法直接転用は郷(鎮)村政府や村民が自ら農

地を建設適地(工場・住宅向け)に転換して

からヤミ市場で違法転用するパターンであ

る。違法転用の場合、一次市場のような振り替え、協議、入札、競売の使い分けはない。また、

深圳市全体の違法転用に関するデータがないため、鎮のデータを活かすことにする。例えば、

龍崗区横崗鎮における違法転用面積は許可面積よりも大きく上回った(表 6.7)。また、同じ区内

の坪地鎮において違法用地は建設用地全体の 7 割に達した(表 6.8)。そして、31%の建設用地は

耕地の壊廃によるものである(表 6.9)。即ち、「土地管理法」に反するにもかかわらず、壊廃さ

れた耕地の大部分は未許可のまま建設用地として違法転用されたと考えられる。例えば、村民

による違法転用は何らかの法的な手続きを経ずに建てられた出稼ぎ労働者向けの宿舎であった。

これらの宿舎は大体 5～7 階の高さのビルで、農村地域の至る所、特に道路の沿線に混在してい

た。これが｢握手ビル｣等の無計画な都市建設問題や｢城中村｣等のスプロール現象を引き起こし

てしまったといえる 10。 

 

(2) 農地の違法転用の要因 

 

単位：ha,%

面積 割合 面積 割合

1991年 98.5 53.2 54% 45.3 46%
1992年 281.1 75.3 27% 205.8 73%
1993年 162.7 26.1 16% 136.6 84%
1994年 99.2 17.3 17% 81.9 83%
1995年 49.2 27.7 56% 21.5 44%
1996年 7.9 4.8 61% 3.1 39%

合計 698.6 204.4 29% 494.2 71%

出所:深セン市国土局龍崗分局のデータにより作成.

建設
用地

合法用地 違法用地

表6.8　1991-96年龍崗区坪地鎮違法用地面積

単位：ha

面積 割合
（b/a）

面積 割合
(c/a)

1991年 98.5 18.2 18% 9.2 9%
1992年 281.1 161.5 57% 106 38%
1993年 162.7 77.9 48% 48 30%
1994年 99.2 50 50% 48.7 49%
1995年 49.2 13.2 27% 2.4 5%
1996年 7.9 2.7 34% 2.7 34%

合計 698.6 323.5 46% 217 31%

出所:深セン市国土局龍崗分局のデータにより作成.

表6.9　1991-96年龍崗区坪地鎮遊休土地及び

　　　　　 耕地の壊廃状況

建設
用地

(a)

遊休土地 (b)
耕地の壊廃 (c)
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違法転用が様々な要因により引き起こされる。そこで、官吏の不正 5 は違法転用の 1 つの要

因として考えられる。しかし、官吏の不正によって引き起こされていた違法転用の原因に、経

済的な要因がかなり大きな部分を占めていることも見て取れる。この経済的要因を、やはり違

法転用を引き起こした農地の需要側と供給側から解明することができる。したがって、本節で

は主に農地の需要と供給の両側からその要因を求めることにした。違法転用に関しては、農村

工業化政策という土地需要側の要因と、行政判断の優位性という土地供給側の要因が過剰転用

をもたらしている。 

要因 1：農村工業化政策による農地転用とい

う需要側の要因 

80 年代から特区外の郷(鎮)村政府は農村部の

工業化を発展させるため、｢三来一補 11｣と総称

される中国式の委託加工を誘致する政策を打ち

出した。それにより、その政策に応じた香港の

労働密集型産業が大規模に深圳市へシフトした

(表 6.10)。最初の｢三来一補｣委託加工は、深圳

市の郷鎮企業が外国企業からの委託を請け負い、

加工された製品を委託者である外国企業に全量

輸出するというものであった。この委託加工の

生産額は工業発展の初期段階の最初の 4 年間で

深圳市の工業総生産額の 70%以上に達した。ま

た、深圳市の加工貿易企業の輸出額の約 53%は

｢三来一補｣委託加工が寄与したものである(蒋

[2005])。｢三来一補｣委託加工が農村部工業化の

発展に大きな役割を果たしてきたと言っても過

言ではない(表 6.11)。しかし、その後｢三来一補｣

委託加工の 90%以上は、「外資企業」に変わっ

た。外資企業とは委託加工でなく、自社で生産

し、その生産拠点も深圳市の特区外にシフトし

た。このことが農地の違法転用に拍車をかけた。

なぜならば、特区外の両区ではインフラがある

単位：社、人、万元

企業数 従業者数 生産総額

1979年 963 9,659 2,156
1980年 771 10,861 3,631
1981年 886 12,123 7,390
1982年 1,046 22,359 9,262
1983年 1,185 30,280 10,692
1984年 1,815 49,393 23,274
1985年 2,869 68,445 39,700
1986年 3,487 114,243 50,917
1987年 5,527 178,269 70,643
1988年 8,342 270,711 100,540
1989年 10,214 298,595 133,754
1990年 12,318 333,047 165,458
1991年 21,599 463,562 236,086
1992年 25,810 620,542 376,844
1993年 38,050 872,380 860,413
1994年 39,482 956,485 1,414,574
1995年 45,602 1,047,863 2,037,657
1996年 40,204 1,092,110 2,245,528
1997年 12,157 1,095,130 2,319,567
1998年 53,096 1,229,866 2,468,090
1999年 57,556 1,261,486 2,800,879
2000年 59,010 1,281,346 3,099,808

出所：深セン市農林漁業局提供

表6.11　深圳市郷鎮企業主要経済指標の推移

単位：万ドル

香港･マカオ 割合 工業 割合
1986年 48,933 38,587 79% 31,874 65%
1987年 40,449 25,632 63% 25,216 62%
1988年 44,429 28,198 63% 28,645 64%
1989年 45,809 28,729 63% 27,406 60%
1990年 51,857 26,291 51% 32,306 62%
1991年 57,988 32,375 56% 34,869 60%
1992年 71,539 46,134 64% 44,056 62%
1993年 143,217 92,455 65% 74,851 52%
1994年 172,959 125,890 73% 113,192 65%
1995年 173,545 105,172 61% 121,125 70%
1996年 242,242 150,126 62% 193,141 80%
1997年 287,168 203,035 71% 222,822 78%
1998年 255,222 182,956 72% 156,925 61%
1999年 275,422 144,214 52% 195,450 71%
2000年 296,839 184,531 62% 222,702 75%
2001年 360,277 194,212 54% 293,765 82%
2002年 490,220 216,516 44% 336,943 69%
2003年 504,213 318,337 63% 315,730 63%

出所：深セン市統計局『深セン市統計年鑑2006』240-243ページにより作成

日付 外資

表6.10　地域･産業別外資利用の割合
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程度整備されており、また全国から集まってきた大量の安い労働力も確保できるほか、何より

も土地の需要者にとっては一次市場の国有地の転用価格に比べて安い農村のヤミ転用市場が利

用できたからである(田[2004])。一次市場よりヤミ転用市場の手続きの方が簡単であることから、

農地は絶えず違法転用されてしまった 12。そして、その中には工業化政策を悪用し、地価上昇

狙いの投機目的での農地転用を行う外資企業も少なくなかった。 

要因 2：行政判断の優位性による農地転用という供給側の要因 

郷(鎮)村政府は、外資企業から支払われた土地の貸出金の 25%を受け取っている。また、貸

出金ばかりでなく企業所得税と各種の費用を加えれば、25%を遥かに超える(黄[1999])。さらに、

村民委員会が農村土地を株式 13として村民に配分することで、｢三来一補｣委託加工からの収入

の一部を村民が享受できるようにした(蔡[1994])。その結果、郷(鎮)村政府だけでなく、村民も｢三

来一補｣の誘致活動に熱心となった。また、｢三来一補｣委託加工の定着により、地元の村民は出

稼ぎ労働者向けの宿舎を建てて家賃収入も追及するようにもなった。このように、郷(鎮)村政

府の財政収入と村民の収入のすべては土地開発に依存するようになり、さらなる収入の増加を

狙った農地転用が引き起こされてしまった。そのうえ、村民の宅地転用に関しても、転用許可

の線引き範囲を超えた違法転用が度々見られるようにもなった。しかし、「土地管理法」に反す

るこの違法転用を、上級政府である市政府は黙認した。それは市政府が土地を収用するとき、

郷(鎮)村政府の協力が欠かせないからである(兪[2000])。加えて改革を試行するため、中央政府

すら違法転用を放任した。当時、中央政府は経済発展を優先させた改革開放の成果を上げるた

め、深圳市に｢経済特区地方立法権｣を授与しており、深圳市が土地法制を執行しなくとも、そ

れを放任した。こうして、「土地管理法」があるにもかかわらず行政の判断が法執行を上回り、

違法転用を推し進めることになった。 

 

第5節 転用規制の緩和――農業保護区における違法転用の実態と要因 

 

前述したように、農地の転用問題は非常に深刻であったため、無秩序な農地転用に歯止めを

かける規制策として、深圳市は一部の優良農地を農業保護区として指定した。この転用規制の

効果があったかどうかは、深圳市の農業保護区の面積の変動をみることで確認できる。 

 

(1) 農業保護区における違法転用の実態 
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1992年 ｢農業保護区の設置に関する決定｣の公布

1995年

20,000haの農業用地保護区(野菜3,000ha，

果物10,000ha，水産4,000ha，畜産

1,000ha，その他1,000ha)

1996年
農業保護区の総面積20,000ha

(野菜3,000ha、水産4,000ha)

2003年
農業保護区6,000ha(深圳市2,000ha，「異

郷基本農田保護｣として河源市4,000ha)
出所：聞き取り調査により作成 .

表6.12　農業保護区の変遷
深圳市では、都市農業型の食料供給基地と

して農地の転用規制が必要なため、1992 年に

｢農業保護区の設置に関する決定｣を公布し、

1995 年には 20,000ha の農業用地保護区を設

定した(表 6.12)。そのうち、野菜は 3,000ha、

果物は 10,000ha、水産は 4,000ha、畜産は

1,000ha、その他は 2,000ha である。その後、

1996 年の深圳市人民代表大会常務委員会において「農業保護区の管理に関する若干の規定｣が

公布され、農業保護区の総面積は 20,000ha であり、そのうち野菜用地が 3,000ha、水産用地が

4,000ha であることが再度強調された 14。ところが現実には、2003 年になると深圳市の農業保

護区の面積は 6,000ha となり、そのうちの 4,000ha が｢異郷(異地)基本農田保護｣として広東省内

の河源市で農場が開設されているだけで、実質的な都市農業としては深圳市の宝安区(800ha)と

龍崗区(1,200ha)を合わした 2,000ha にまで縮小してしまった。しかも、残された農地は市内に

虫食い状態で散在しており、効率的に利用することが難しい。また、周辺の工場や住宅からの

廃水などにより汚染された農地も少なくない(劉・劉[2011])。このように転用規制としての農業

保護区の設定は全く機能しておらず、深圳市の都市農業は消滅の危機にさらされることになっ

た。 

 

(2) 農業保護区における違法転用の要因 

 

農業保護区での違法転用に関しては、農業政策の転換という土地需要側の要因と、行政判断

の優位性という土地供給側の要因が過剰転用をもたらしている。 

要因 1：農業政策の転換による農地の違法転用という土地需要側の要因 

深圳市は、農業構造の転換を図るため「穀物を主とする伝統的な農業経営から野菜、果物、

魚産物等の生鮮農産物の農業経営の拡大と環境保全機能の向上を図ること 15」に重点を置いた。

その結果、稲作をはじめとした食糧の栽培面積は、1979 年の 35,473ha から 2000 年の 4,022ha

へと 31,451ha ほど激減した。その一方で、漁業養殖場、園地等の生鮮農産物の面積と環境保全

としての林地面積は 26,858ha まで拡大した。しかし、減少した面積は拡大した面積より 4,593ha

ほど上回っている。聞き取り調査によると、この上回った耕地の大半は実は直接、建設用地に

違法転用がなされていたことがわかった。また、漁業養殖場、園地、林地への地目変更がなさ
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れた耕地も、その後さらに建設用地に違法転用がなされてしまうケースもよくみられた。 

要因 2：行政判断の優位性による農地の違法転用という土地供給側の要因 

基本農田保護条例では、第一に農業保護区にある耕地以外の農地は保護の対象にならず、転

用してもかまわない状況になっている。そのため、果樹園や養殖場といった耕地としては定義

されない農地は、非農業部門に転用されてしまうことが多い。第二に条例違反に対する懲罰の

基準があまりにも低すぎ、条例が十分に機能していない 16。したがって、無秩序な農地転用を

抑制するための「条例」の策定が進められてきたものの、行政の判断により転用が推し進めら

れ、急速な都市開発による農地の蚕食は食い止められなかったといえる。 

 

第6節 おわりに 

 

 本稿では、深圳市の事例を用いながら、①「土地管理法」により合法化した国有地化後の農

地転用、および②農地の違法転用の 2 つの側面における、農地転用の実態とその要因を明らか

にした。その上で、農業保護区にある農地の転用実態とその要因分析により転用規制の効果を

評価した。①と②のどちらにおいても、無秩序な農地転用が推し進められる状況になっていた

ことが明らかとなった。土地投機を招いた工業需要、地価上昇を狙う住宅需要という土地の需

要側の要因と、農地の転用量と転用価格を操作する行政判断の法に対する優位性という土地の

供給側の要因により、国有地化後の農地転用において未建設の空き地をもたらすと深刻な問題

が引き起こされていた。また、農村工業化政策のもとで地価上昇を狙う土地の需要側の要因と、

違法転用を黙認しようとする行政判断の優位性という土地の供給側の要因により、農地の違法

転用が大量に引き起こされていた。さらに、地目の変更を招いた農業政策の転換という土地の

需要側の要因と、不十分な法制度による行政判断の優位性という土地の供給側の要因により、

農業保護区の面積が激減し、転用規制としての基本農田保護の効果も現れなかった。つまり、

農地転用は政策、経済(需給)、行政判断の優位性といった点から影響を受けることで、「土地管

理法」と「基本農田保護条例」という法策定だけでは深圳市において無秩序な農地転用を抑制

できなかったといえる。また、法的判断よりも行政的判断が上位にあるため、「法執行の失敗」

が起こりやすいという法制度の脆弱性も見られた。このように深圳市では無秩序転用の阻止は

失敗したが、中国の他地域でも都市化が急速に進んでいることから、深圳市と似たような問題

が発生する可能性が高く、早急に農地の違法転用に対する法執行が可能な行政の確立が求めら

れている。 



 

93 

 

註 1) 経済特区とは、対外開放のテスト地域として指定されたもので、「技術導入、管理、知識、対外政策」

の窓口的役割を担っている。中国の改革開放政策の一環として設置されたのが経済特区であり、中国の

経済発展を支えてきた。 

   2) 土地の一次市場とは、政府が国有地の使用権を有償で利用者に期限付きで転用する行為により形成され

た市場である。即ち、政府が土地の使用権を民間の開発業者に払い下げ、その資金をインフラなどの都

市建設に投じる。 

3) 深圳経済特区は中国で最も早くに指定された特区で、改革開放のシンボル的存在である。特区は、羅湖

区、福田区、南山区及び塩田区を管轄している。特区外は龍崗区と宝安区を含んでいる。 

4) 深圳市農林漁業局『農業誌』、2 ページ。 

5) 官吏の不正とは、官吏の腐敗、汚職などの不正行為のことを指す。違法転用における官吏の不正という

のは、近年、工業化、都市化の過程で農地転用が行われてるが、農民に対する補償額は極めて低い上に、

その決定が村民の知らないところで行われたり、村の幹部が不正な利益を得たりすることである。 

6) 中国の財政統計には予算内の財政収支とそれ以外の「予算外資金収支」が存在するが、「予算外資金」は

統計にも含まれない地方政府の事実上の「隠し金庫」とも言うべき資金である。 

7) 深圳市国土局の報告書による。 

8) 1 ヘクタール＝15 畝。 

9) 2006 年に行った深圳市龍崗区横崗鎮横崗村村民委員会への聞き取り調査による。 

10) ｢握手ビル｣とは事前の計画がないため、貸家と貸家の間隔が握手できるほど近いことである。｢城中村｣

とは都市近郊の乱開発の結果、都市的地域に残された(取り囲まれた)農村のことである。聞き取り調査

による。 

11)「三来一補」とは、来料加工、来様加工、来件加工と補償貿易の総称である。「三来一補」企業は中国の

独特な企業形態であり、中国の企業が外国投資者との契約によって、中国企業の名義で登記手続きを行

う。 

12)2006 年に行った深圳市国土局龍崗分局への聞き取り調査による。 

13)合作株を配分する基準：18 歳以下は 1 人当たり 0.5 株；19-30 歳は 1 人当たり 1 株；31-40 歳は 1 人当た

り 1.5 株；41-50 歳は 1 人当たり 2 株；51-60 歳は 2.5 株；61 歳以上 1 人当たり 3 株である。 

14)深圳市農林漁業局の報告書による。 

15)深圳市農林漁業局の『農業誌』による。 

16)2006 年に行った深圳市農林漁業局の役人への聞き取り調査による。 
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第7章 まとめ 

 

 

第1節 各章のまとめ 

 

本論文では、土地関連法制と農業振興政策によって区分された時期ごとに生じた都市近郊農

村の土地問題とその解決策を検討した。つまり、80 年代半ばからの「代耕」という在村農家間

の農地貸借、90 年代からの違法な農地流動化、2000 年以降の合作社に絡んだ広義の農地流動化、

及び 80 年代から 90 年代において引き起こした無秩序な農地転用に注目しながら、生産請負制

実施以降の都市近郊の農村土地問題の実態とその決定要因を明らかにした上で、既存の農地法

制の効果について検討してきた。これらの土地問題を分析するため、アンケート調査、聞き取

り調査、及び政府資料と統計データと多様な手法を用いて実証的な分析を行った。 

 まず、第 2 章では、中国農村土地の集団所有財産権の形成と構造、及びその問題点を論じた

上で、農地法制の変容と共に農地流動化を 3 つの時期に分けて整理することができた。まず、

第 1 期は農地利用権の譲渡の禁止時期だといえる。この時期の農地流動化は、中央政府が法的

に農地利用権の譲渡を禁止していたが、「代耕」という個人レベルでの流動化が認められた。第

2 期は農地流動化の解禁時期だといえる。この時期は「憲法」と「土地管理法」の改正により、

流動化が自由に行われたことが認められた。しかし、都市のスプロール的な開発と農地法制の

不十分により、違法な流動化と無秩序な転用が大量の優良農地の潰廃を引き起こした。第 3 期

は農地流動化の規範化時期だといえる。この時期は、違法な流動化と無秩序な転用を抑制する

ため、「農村土地請負法」「物権法」「合作社法」の実施、また 10 年以上連続での中央一号文件

の公布などにより、合作社に絡んだ垂直的な流動化を進めてきたことがわかった。 

第 3 章では、湖南省都市近郊農村において行った面接調査に基づき、「代耕」という個人レベ

ルでの流動化に影響を与える社会的要因を分析した。ツキアイにおいて親しさが増す場合と減

る場合では効用関数はその形態が異なるという視点から、農地貸借に「社会的要因」(人間関係)
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がいかに組み込まれているかをキンクした効用関数によって考察した。この枠組みに従い、世

帯主への面接調査に基づいた二項 logit 分析の結果により、「人情性関係資本」「道具性関係資

本」という社会的要因が、個人レベルでの流動化が進められた主な原因であるといえる。即ち、

農地需要がない伝統的な農村地域の借入れにおいては人情性関係資本が増加するのに対し、貸

出しにおいては人情性関係資本が減少する場合に貸し出すことを控えてしまうこと、また都市

化が急速に進む地域では貸出しに際して道具性関係資本を増やそうとすることを指摘した。今

後、農地財産権の不完全性などの高い取引費用が発生する中国農村では、このような人間関係

による農家レベルでの「個人対応型」の農地流動化市場の成立が難しい状況にあるといえる。 

 第 4 章では、湖南省長沙市近郊農村の事例を用いて「農村土地請負法」に反する違法な農地

流動化(①強制的な農地集積、②商工企業の農地の非効率な乱用現象、③地方政府による地代の

横取り、④裏転用問題)の実態とその要因を明らかにしながら、その抑制策である土地専業合作

社の役割を検討した。まず、その違法な農地流動化を引き起こした要因を主に地方政府の失敗

にまとめた。地方政府の失敗は農地流動化に対する行政サービスの過剰、または過少介入と、

農家の農地権利の自由度に対する不正侵害という 2 つの要因からなる。政府の行政サービスの

過剰、または過少介入は実態①と実態②の現象を引き起こした。また、農家の農地権利の自由

度に対する不正侵害は実態③と実態④の問題を引き起こした。このように、地方政府の不当介

入と不正侵害は違法な流動化を放任、または加速させた。そこで、土地合作社の設立を通して

組織の役割を活かした上で、違法な流動化を抑制することができた。よって、今後このような

専業合作社の設立を推し進めていくべきであると提言する。 

第 5 章では、垂直的な農地流動化に対して、企業の垂直的統合を説明する組織の経済学の枠

組みの中で、特に農地への投資行動の視点からその仕組みを説明していくことにした。まず、

湖南省における事例調査を用いて、垂直的農地流動化は農地をコントロールできる権利の統合

の度合いにより、(1)完全統合、(2)完全な合作統合、(3)部分的合作統合、(4)契約生産の 4 つの

類型に整理することができた。契約生産では投資がなされず、完全統合では適正投資が行われ

るのに対し、合作統合では投資が引き出される。しかし、完全な合作統合と部分的合作統合で

はその内容が異なる。本章では、特に完全な合作統合と部分的合作統合での農地への投資行動

の違いについて交渉に関連したアプローチにより分析を試みた。まず第 1 に、農産物調達制度

として、これらの制度が選択された理由を考察した。その中でも特に、農業関連企業によるベ

テラン農家からの買付調達を主目的とする場合には完全な合作統合が、農業関連企業の直営農

場からの調達を主目的としながらも、形式的に合作社が設立される場合には部分的合作統合が
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選択されることを説明した。第 2 に、そのような調達制度の違いが農地への投資の分担の違い

をもたらす事実を理論的に示した。つまり、完全な合作統合では農企業と農家による分担、部

分的合作統合では農家のみによる負担に経済合理的な結果としてなることを説明した。農産物

調達制度と農地への投資行動という本来異質な属性が、実は有機的に関係し農企業や農家の行

動を規定しているのである。第 3 に、これらの類型の違いにより、農地への適正投資がもたら

される場合と、過小投資になる場合があることを理論的に示した。適正投資をもたらすのは完

全統合であるが、それだけではなく完全な合作統合でも適正投資を引出すことになる有望な意

匠であることを説明した。第 4 に、面接調査の結果を用いて合作社での社員農家の農地への投

資行動を実証した。分散分析、因子分析、及び重回帰分析を用いて理論モデルに説明された過

少投資または適正投資をもたらす要因を検証した。中国の農村発展のためには、農地を適正に

利用できる完全な合作統合を戦略とすることが提言できる。一方で、過少投資となる部分的合

作統合をとらざるをえない形態があることも事実である。しかし、合作社を設立する初期段階

において農企業による過少投資という非効率性の存在を容認しながら、合作社が成功していく

につれて部分的合作統合から完全合作統合への転換を図るというのも一案かもしれない。その

一方で、合作社という形にとらわれず、完全統合として農企業による直営農場だけにすれば非

効率性は解決できるだろう。しかし、それでは農家の厚生を引き上げることはできず、失地農

民を生み出す結果となる。効率性と厚生のせめぎ合いをどう解決するかが今後の中国農村発展

での鍵となっている。 

第 6 章では、オリジナルデータに基づき、「土地管理法」により合法化した①国有地化後の農

地転用のみならず、②農地の違法転用のメカニズムとその実態、そして無秩序な農地転用の対

策としての法制度が十分に機能していなかったことを深圳市の事例を用いて明らかにした。ま

ず、①国有地化後の農地転用のメカニズムとその実態を分析した。そこでは、土地収用市場と

一次市場を独占する政府が 2 つの方法で転用価格をコントロールすることにより、未建設の空

き地という公共目的を超えた不適切な転用や不正転用が後を絶たない実態が確認できた。次に、

②農地の違法転用のメカニズムとその実態を検討した。｢三来一補｣委託加工は農村部工業化の

発展に大きな役割を果たしてきた一方で、あらゆる利害関係者が自己利益を目的としていたた

め、大量の違法な農地転用に拍車をかけた。その結果、違法転用が農村地域の至る所、とくに

道路の沿線に混在していった。また、都市農業へと形を変えた深圳市は無秩序な農地転用を抑

制するため、農業保護区を設定した。しかし、農業保護区の設定は農地の蚕食を食い止められ

なかった。よって、「基本農田保護条例」が全く機能せず、深圳市の都市農業は消滅の危機にさ
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らされてしまった。要するに、深圳市において「土地管理法」と「基本農田保護条例」だけで

は無秩序な農地転用を抑制できなかった。それは法的判断よりも行政的判断が上位にあるから

である。即ち、法自身の不十分さと法の執行の不充分さによる「法執行の失敗」といえる。そ

のため、深圳市における無秩序な転用の阻止が失敗した教訓を生かし、農地の違法転用に対す

る厳しい罰則、線引きの徹底した執行が可能な土地利用計画を早急に見直すことが肝要である。 

これらの分析により、以下のことがいえる。まず、流動化を推進する場合、経済的要因だけ

でなく、中国農村社会に根付いている社会的要因を活かしながら、流動化を進める必要がある。

また、現在、中国政府は農民専業合作社の設立を契機とした広義の流動化を推し進めようとし

ているが、その場合も完全な合作統合となる正規の合作社を設立する必要がある。次に、違法

な流動化と無秩序な転用を抑制する場合、補章を参考にすると、日本のようなゾーニング制度

が求められる。すなわち、中国の場合も、農地に関する量的規制を強化しながら、悪質な無建

築物転用の防止措置を講じたゾーニング制度の導入が求められる。 

 

第2節 農地資源の配分とその利用構造への政策提言 

 

本論文では、生産請負制実施以降の都市近郊農村の土地問題の時代的変遷を把握するため、

農地流動化と農地転用の実態、及びその決定メカニズムを明らかにしながら関連法制の効果を

考察した。これに基づき、今後、農地のより効率的利用が行われるよう以下の政策を提言する。 

 

(1) 農地法制改正への提言 

 

 今までの 30 数年間の改革を振り返ってみると、流動化と転用に関する法制の策定は、いずれ

も意見・通達の形でスタートし、数箇所での実験的な実施、調整を経て、最終的に法律の形で

決められた。その後、全国的に押し広めるられるようになる。すなわち、モデルケースが成功

してから全国的に普及させるという 30 年以上の試行錯誤を積み重ねながら、今日の農地法制に

至ったといってもよいのである。しかし、今現在の農地法制もまだ改善の余地がある。したが

って、本論文の分析により以下の法改正を提言する。 

1) 意見・通達 

法規制には載せられないが、伝統的な中国農村の社会的要因を再評価し、流動化に活かされ

るような意見・通達が求められる。 
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2)「合作社法」改正への提言 

流動化として扱われる社員参加型での農地集積に関する条文がないため、今後の法改正の際、

土地利用の関連条文を考案すべきである。また、完全な合作統合となるような合作社を設立す

ることを推奨する(部分的統合は抑制する)ような法規制、または政府による意見・通達が求め

られる。 

3)「土地請負法」改正への提言 

第32条について、社員参加による農地集積を広義の流動化として条文に加えるべきである。

さらに、その中身についてより詳しい規定を策定する必要がある。 

また、第 43 条について、貸し手の投資だけでなく、借り手の農地への投資に関する保障の

内容も策定する必要がある。 

 

(2) 農地流動化のカギとなる合作社の設立と運営 

 

第 3 章では、親族・友人とのツキアイの積み重ねの中で、農地貸借を行った「代耕」の下で

は、農地流動化市場の成立が難しい状況にあること、また、第 4 章では、土地合作社を成立さ

せて違法な農地流動化の抑制を進めるべきであること、第 5 章では、中国の農村発展のために

は、農地を適正に利用できる完全な合作統合を戦略とすることが提言された。 

つまり、流動化の場合、合作社は市場の働きを補完する重要な役割を果たすことができる。

特に完全な合作統合となるような合作社を設立することを推奨する。そこでは、合作社の設立

や運営に対する税制、金融の優遇政策、マーケティング、 情報サービス、 生産加工技術等へ

の支援、政府関与の防止、健全な農産物市場の整備が期待される。また、完全な合作統合とな

るような合作社を設立する際、社会的な人間関係を基礎として、農家が合作社へ参加すること

も大切である。 

 

(3) 農地転用市場の整備と強化：農家の農地権利の法的保護と転用市場への参入 

 

 第 4 章では、転用市場において土地収用市場と一次市場を独占する政府が転用価格をコント

ロールする一方、郷(鎮)村政府や村民による違法転用が後を絶たない状況であることを検討し

た。すなわち、現行の「土地管理法」は一次市場以外の転用を禁じている。これは市場の需給

に逆行している法の規制になっているといえる。この状況を改善するためには、政府が転用市
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場で唯一の提供者となるべきではなく、農家の転用市場への参入も合法化させるべきである。

つまり、農民集団所有の土地も国有の土地と同様の権利をもち、同等に地価上昇の利益を享受

できるようにすることである。また、「土地管理法」の改正の方向性として、土地収用の範囲を

公共目的に限定すると同時に、政府の収用補償金額を大幅に引き上げる必要がある。さらに、

法の改正だけでなく、第三者である土地転用の仲介組織の介入も求められる。例えば、農地転

用の正式なルートを迂回する手段とする土地株式合作社(主に沿海地域で普及している)のよう

な仲介組織などである。 

 

(4) ゾーニング制度による農地のヤミ市場への規制 

 

中国の土地法制の改正において、日本の歴史的な経験を活かし、農地の無秩序な転用と違法

な流動化に対する厳しい罰則、線引きの徹底した執行が可能な土地利用計画が必要になってい

る。また、この線引きにより区分した区域に応じた税金を課す必要もある。例えば、転用され

た農地に開発税、遊休税などの税金を課することにより、過剰な農地転用の防止を図ることが

できる。また、これらの税金を補助基金の創設や社会保障の構築に活かすことも期待される。

例えば、大規模な食糧生産への補助、専業合作社への補助、農地の開墾と農地の原状回復、及

び農地のインフラ整備への投資、農業保険の創設などである。 

 

第3節 今後の課題 

 

本論文では計量モデル、Nash の交渉ゲームモデル、事例分析などの多様な手法により、中国

の生産請負制実施以降の法制によって区分された時代ごとに、農地流動化と農地転用に関連し

た問題点と解決策を検討した。実証地域は伝統的な農業地域である湖南省、経済特区である深

圳市を選定した。この 2 つの地域は事例研究の対象として適切であるが、地域類型に配慮した

中国全体の動向との関係性が明らかにするため、今後より多くの地域での取り組みが必要であ

る。また、転用市場やヤミ市場に関わる実証データが農地流動化市場分析に比べて相対的に少

ないため、今後その補強する必要がある。 
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補章 日本における無秩序な農地転用の抑制と法の効果 

―宇治市を事例にして― 

 

 

第1節 はじめに 

  

本章では日本の 60 年代以降の事例を取り上げながら、農業的土地利用の撹乱要因である無秩

序な農地転用の実態とその要因、及び抑制策を検討することにした。これにより、90 年代から

同じ経験をしてきた中国の無秩序な農地転用の抑制に対して提案できたらよいかと考える。 

 土地は希少、非再生資源であり、また、経済発展の根本的な資源とされている。日本の国土

面積の13%を占めている農地は耕地としても、都市開発予備地としても明らかな限界がある 1。

農地は農業の基盤として農業を支える役割を負わなければならない一方で、商工業･都市にとっ

ても労働手段、生活手段であり、都市開発予備地としての役割もある。このことが災いして、

しばしば農業･工業･商業･住宅などの間に土地利用の競合がおこり、地価もつりあげられること

になった。それゆえ、新「都市計画法」(以下｢新都計法｣という)においても、住みよい街づく

りをするために、市街化区域での各用途地域内農地は工業にとっても住宅にとっても適地であ

る一方で、「農業振興地域の整備に関する法律」(以下、｢農振法｣という)及び農地法によって、

農業の振興と生産力の低下を防ぎ、農地の無秩序な転用や乱用を防ぐため、すべての農地は権

利移動、転用許可又は届出など規制の対象となった。 

振り返ってみると、日本の農地改革終了後、とりわけ高度経済成長期に入って、国土全体が

開発の対象とされるようになると、都市的土地利用と農業的土地利用をめぐる対立は年々深ま

っていった。さらに、資本の利潤追求のため、あらゆる産業部門の資本が土地買占めに殺到し

た。こうして当時の資本は地価に寄生して膨大な投機的利益の実現を遂げていったのである(中

野・溝手[1981])
 。このような土地の買収･買取りをともなうスプロール都市開発によって、早

くも 50 年代前半には全国で年間 5000～6000ha 程度の農地が市街地に転用されるようになり、
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さらに高度経済成長に入る 50 年代後半になると、1 万 ha を突破した。60 年代に入ると農地転

用面積は 2 万 ha を超え、68 年にはついに 3 万 ha を突破するという事態が生み出されていった

(山崎[1978])。農地転用の増大は単に農地面積の減少を促進したばかりではなく、しばしば都市

近郊の優良農地を蚕食し、水田では埋立による住宅や工場敷地の造成が農業用排水系統の混

乱・破壊を招き、畑地では都市への蔬菜類をはじめとする生鮮農産物の供給地をつぎつぎと崩

壊せしめてきた。同時に農地転用の飛地的な拡大は地域計画的に見て無秩序な「農住混合」の

市街地をつくり出していった(甲斐[1993])。また、この時期ではスプロール開発と無秩序な農地

転用だけでなく、農地法第 3 条による形状的には何ら変化しない単なる権利の移動行為にすぎ

ない権利移転である、農地の資産保持とする代替農地取得が広がった(松本[1988])。この背景の

下で、新都計法の実施は土地の計画的利用という抑制だけではなく、計画的に利用･開発を促進

する意味をも持ちあわせていた(石田[2004])。また、農地転用規制についていえば、西欧諸国で

は都市法サイドにおいて行われている土地利用規制が、日本においては農地法サイドで代替的

に行われざるをえなかった。よって、新都計法の後、農振法の実施及び農地法の改正を行われ

た。要するに、本来国土利用のあり方としては開発に供すべき地域･土地と、開発から維持･保

全されるべき地域･土地とが土地利用計画において明確に位置づけられ、それぞれが計画に定め

られた利用に供されるべく、多様な公的規制･誘導･助成措置が直接的ないし間接的に講じられ

るべきものである(高橋[2001])。 

本章は高度経済成長期から安定成長期を経ってバブル経済の崩壊に至るまでの農地転用に着

目する。この時期は、ちょうど都市計画の 9 つの時期のうちに第 6 期｢基本法不在・都市開発期｣

(1955～68 年)と第 7 期｢新基本法期｣(1968～85 年)及び第 8｢反計画・バブル経済期｣(1982～92 年)

とぴったり照応している(石田[2004])。また、中野･松本らによる代替農地取得論と高橋の農地

転用論をふまえつつ、農地転用の事例分析を通じて農地利用に関する法制を検討しながら、都

市の土地法制が土地の都市的利用のみならず、農地の農業的利用の維持･確保にとっても、決定

的に重要であることを述べていきたい。 

 こうして、本章では、都市計画法制と農業法制の相互の関連性を念頭においた上で、農振法

の区域区分の創出及びそこでの新都計法の線引きが行なわれ、農地法 4、5 条による許可制が届

出制にかえられたことを分岐点として、高度経済成長からその後のバブル崩壊までにかけての

時期に注目する。即ち新都計法と農振法の実施及び農地法の改正が都市近郊の農地に対して、

いかなる影響を与えたかを明らかにしてみたい。また、都市化にともなう都市近郊における農

地転用の実態及び特徴はどのようなものであったかを通じて、これらの都市･土地法制の効果が
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どの程度であったかを検討していきたい。 

そこで、本稿では、京都市市街地の拡大にともなう都市近郊の農地転用の実態を、京阪神大

都市圏のベッドタウンとして 1960 年代以降急速に発展をとげた宇治市を例に分析していく。こ

こで、宇治市を事例にする理由は、以下の四点にある。 

第一に、大都市圏周辺部の農地転用実態を明らかにする上で適切であると考えるからである。

宇治市は高度経済成長期から京阪神大都市圏の典型的なベッドタウンとして、人口で京都府第

2 の都市にまで成長してきたが、一方で都市化にともなうスプロール型開発が顕著に展開した

地域であった。 

 第二に、宇治市は都市化と都市農業振興の問題を考える上で格好の研究対象であるといえる。

都市農業として収益性の高い宇治茶生産が営まれている地域であったことによる伝統的な地域

農業である宇治茶は宇治市都市農業の支柱であったが、都市化に対抗して都市農業を守るため、

茶生産組合は卒先して全国的な宅地並み課税反対運動に取りくみ、早い時期に生産緑地制を市

の独自施策として実施に移した。これは全国的運動の先駆けでもあった。 

第三に、新都計法実施以前の農地転用については、宇治市地域を事例にした研究の蓄積があ

ることだ。すなわち、こうした研究の成果を生かして新都計法実施以降の農地転用について継

続して研究することによって、それぞれの時代における農地転用の実態を明らかにできるとと

もに新都計法の効果もより明確に把握できるからである。 

 第四に、こうした研究は現在無秩序な農地転用を経験している中国にとってその一連の土地

利用関係法制の改正に寄与できるからである。 

 

第2節 新都市計画法実施以前における無計画、無秩序の代替農地の取得と農地転

用 

 

本節では、新都市計画法実施以前における宇治市農地権利移動と転用の状況及びそれがもた

らした農地問題を分析しながら、新都市計画法が必要となった、地域的要因を明らかにする。 

 

(1) 大都市開発が引き起こす代替農地取得(1955～63 年) 

―農地法第 3 条による農地所有権の移動― 

 

1955年以降高度成長期に入ると、宇治市の農地権利移動は活発化した。図1に示したように、
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農地法第 3 条による農地所有権の移動面積は 50 年代半ばから 1963 年まで年々増加し、農地転

用面積を大きく上回っていた。特に、1963 年には、「宅地ブーム」の影響を受け、農地所有権

の移動面積は 83ha を記録した。これをピークした後、農地所有権移動面積は急減した。つまり、

1955 から 63 年においては、農地法第 3 条による農地所有権の移動こそ、注目すべ変化と言う

べきであろう。 

では、宇治市の農地所有権移動の主体は誰であろうか。2 つの可能性がある。1 つは宇治市内

農家の間の農地所有権移動であり、もう 1 つは代替農地として市外(特に大都市)の農家による

宇治市内での農地所有権の取得である。これについての直接的なデータは十分に掌握していな

いが、京都府農業会議の調査報告書(1968)と中野・溝手(1981)の研究によれば、宇治市内にある

農地は市内の宅地化が急速に進む 1963 年以降になって宇治市農家の手から離れ始めたのでは

ない。すでに、1955 年ごろから、主に京都市(特に宇治市に隣接する伏見区)や大阪市など大都

市に居住する農家による“代替農地”取得に伴う土地の所有権移動が活発化し、宇治市農家の手

を離れ出していたのである。宇治市は、市内から京都までわずか 20～40 分、大阪まで約 40～

60 分、奈良まで 40～60 分の距離

に位置している。近畿の主要都市

からの交通の利便性が高いという

宇治市のすぐれた立地条件は、近

郊都市及び代替農地の候補地とし

て人気を集める主な要因となった

(宇治市[1975]、宇治市市民部農林

茶業課[1990])。 

そこで、もう少し詳しく京都

市の農地転用状況が宇治市の代

替農地所有権移動に対する影響

を検討してみよう。図 2 から宇

治市における高度経済成長期前

後の代替農地取得の特徴を以下

の 2 点に集約できる。第一に、

50 年代半ば頃から、京都市の開

発用農地転用と宇治市の代替農

　 図2　京都市･宇治市における農地転用と代替取得の関係

出所：京都府農業会議「都市開発と農家のくらしの変貌」　1969年3月　113ページ
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地所有権取得の間に連動関係 2 があったのである。それは、宇治市内の農地が地元農家から主

に京都市農家の手に急速に流出したと見られる。中野らが指摘したように、京都市の開発用農

地転用量が増加すれば、宇治市の代替農地所有権移動量も増加する。逆に、転用量が減少すれ

ば、移動量も減少する。代替農地は開発用農地転用によって生じると同時に、その移動量も規

定したのである。第二に、60 年代半ば以降、地価の上昇に伴って農地の資産保有化傾向が急速

に強化されてしまった。1965 年に底入れした後、再び跳ね上がった京都市農地転用量に対して、

宇治市農地所有権移動量は 1964 年から減少する一方であった。これは宇治市で農地価格が上昇

し、代替農地の取得は困難になったことに起因する。具体的に言えば、代替地購入の｢うまみ｣

は、一方で高地価の農地の存在を前提とするが、同時に近辺に代替農地として購入できる相対

的に安価な農地が豊富に並存することも必須条件である。宅地業者が一斉に進出した 1963 と

64 年には、宇治市内ではこの二つの条件が満たされており、宅地業者へ当時の相場よりいくら

か高い値で農地を売った京都市等の農家は、安価な代替農地をかなり自由に購入できた。しか

し、その後急速に宇治市一円に広まった宅地開発と、代替農地が代替農地を呼ぶ“波及効果”に

よって、市内全体(山間地域を除く)の農地が高騰し、1966 年頃からは利ざやかせぎの条件であ

る安価な農地が減少してきたのである。また、地価の上昇によって農業収益を得るための農地

としての採算性が悪化し、農地が資産保有の対象となってきたため、農地を手離す農家が少な

くなってきたことも、代替農地の入手を困難にした原因であるといわれる 3。ちなみに、1967

年頃には、京都市より地価が安い宇治市でも、農地法第 3 条による農地所有権移動価格が 1ha

当たり 2,560～2,640 万円まで上昇して、京都府全体の平均価格の 4 倍に達しただけでなく、第

5 条による京都府の平均農地転用価格（2,130 万円）をも超えていたのである。明らかに、農業

生産よりも、農地を資産保有してから転用した方が有利な状況となっただろう。 

 

(2) スプロール的な住宅開発による無計画、無秩序の農地転用(1964～68 年) 

―農地法第 5 条による権利移転が伴う農地転用― 

 

図 1 が示したように、60 年代半ばまでは、宇治市においては農地法第 5 条による農地転用面

積は、第 3 条による農地権利移動のそれより少なかった。しかし、1964 年以降の 5 年間は、農

地転用量が農地所有権移動量に徐々に近づくまたは上回ったという経過であった。ここで注意

すべきなのは、第 5 条による権利移転が伴う農地転用の多くのが、京都市農家による代替農地

の転用だと考えられる。 
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 当時、農地転用の用途や区画、位置については法制上の規制はなされていないので、スプロ

ール的な住宅開発が進むことになった。こうしたスプロール的な都市開発は、何よりも宇治市

の急速な人口拡大から生まれた大量の住宅需要によるものである。国勢調査によれば、宇治市

の人口は 1955 年の 46,100 人から 1965 年の 68,934 人への急増となった。京都市に次ぐ府下第 2

位の人口をかかえる都市となったのである。1965 年に京都大学工学部建築学科西山研究室

(1966)が行った宇治市の 4 つの新興住宅団地における調査によれば、この 4 団地の住民のなか

で、京都市で勤務する人数は全体の 72.4％を占めた。次に多いのは大阪で、10.5%の人が勤務

していた。他方で、宇治市内で仕事している人は全体の 1 割にも満たなかったのである。以上

から分かるように、宇治市における人口急増の原因は、京阪神大都市圏の第二、三次産業就労

者の急速な膨張に起因している。宇治市は、高度成長過程で主として農村からの労働力の大量

流入によって深刻な住宅不足に陥った京都市や大阪市のベットタウンとして位置づけられ、近

郊住宅都市として発展した。 

 周知のように、人口の急増は必然的に住宅への需要を引き起こす。表 1 からわかるように、

1955 年から 68 年の 14 年間に宇治市全体では 364ha の農地が潰廃したが、そのうち 70%(253ha)

は 1963 年以降になってからであり、宇治市の農地転用は 1963 年を一つの画期にしたことがわ

かる 4。用途別に見ると総転用面積の 64%(約 232ha)を占める圧倒的部分が住宅用地に転用され、

特に宅地の総転用面積の 70%以上が 1963 年以降の 6 年間に集中した。また、注意すべきなの

は、60 年代後半から学校敷地への転用が急増したことである。大量の新興住宅団地がつくられ

たため、入居者の大部分は若夫婦と学齢前の幼児からなる核家族の世帯が急増したのである。

小学生の数が年々増えており、小学校の

建設と将来的には中学校建設の必要性が

高まっていった。大量の学校建設は宇治

市財政に大きな負担をかけることになっ

た。この時点で、宇治市では学校、その

他の公共施設の整備が急速な人口増加に

全く対応できていない状態であった。こ

のため、住居環境の悪化、公共施設の不

足、合理性を欠いた土地開発利用など多

くの都市問題が噴出した。宇治市農業委

員会の資料によると、1968 年時点で農地

単位：a

住宅 工場 学校 その他 計

1955年 129 18 - 17 164
1956年 248 134 - 13 395
1957年 581 56 2 154 793
1958年 469 130 51 274 924
1959年 1,341 56 64 328 1,789
1960年 975 387 - 353 1,715
1961年 1,710 939 - 592 3,241
1962年 1,089 663 - 358 2,110
1963年 3,495 784 38 494 4,811
1964年 2,187 720 77 659 3,643
1965年 3,055 195 210 321 3,781
1966年 2,797 357 293 1,247 4,694
1967年 2,040 194 475 1,575 4,284
1968年 3,035 253 86 720 4,094

計 23,151 4,886 1,296 7,105 36,438

注:1966年の｢その他｣が大きいのは、関電喜選山揚水発電所建設のための農地転用415a含むため、

　  67年｢学校｣が大きいのは家政学園の225aが含むため。1963,64両年の｢学校｣は宇治学園の敷地である。

出所：宇治市農業委員会の資料により作成

表1　用途別農地転用面積の推移
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転用総面積の 4 分の 3 が、少数の京阪神の中小不動産業者によって取得されていた。これは宇

治市農地の「ミニ開発」が氾濫した一つの要因ともなった。 

 

(3) 無計画、無秩序な農地転用及び移動がもたらした農地問題 

 

経済成長のための地域開発が急激な人口集中をもたらしたのは、三大都市圏に集積の利益を

求めて資本、技術、また生産が集中したからにほかならない。これは大都市地域の都市構造に

も非常に大きなひずみをもたらし、近郊農業地域を蚕食してスプロール化が進んだ。大都市周

辺に広がるスプロール化により無計画、無秩序な農地転用及び移動が発生し、深刻な農地問題

となった。 

 その具体的な表れとして、第一に、再生不可能な資源である農地が大規模に潰廃されたこと

が指摘できる。宇治市は 1955 年から 68 年の間に農地が 364ha も減少し、特産品である宇治茶

の茶園面積も、それ以前の 3 分の 2 を下回る水準となった。都市化は農地を蚕食して、宇治市

内の農地面積を急速に減少させたのである。第二に、資本による土地集中と土地支配の中で、

農地の商品としての性質が顕著となった。不動産業者、農家を問わず、土地は利益追求の対象

とされた。本来、農作物の生産を主たる目的とすべき代替農地の性質が変化した。すなわち、

大口の農地買占めが横行し、土地が資産保持として利用されるなどし、こうした一連の土地投

機が土地価格を高騰させたのである。第三に、農地が商品化される過程で、農地所有権の性質

に変化がおきた。変化のあとの農地所有権は 2 つの性格を持つようになった。1 つは農業生産

を基礎とする農地所有権である。もう 1 つは商品所有権としての農地所有権である。言い換え

れば、この 2 つの所有権を生存権と財産権の所有権とみなすこともできるのである 5。当時、

宇治市においては後者が圧倒的に優位な事態となっていたのである。 

 

第3節 新都市計画法実施以降における都市近郊の農地転用 

 

無秩序な都市開発及びスプロールの再発生を防止して、より計画的に国土を開発するために、

政府は 1968 年に新｢都計法｣を制定する。他方、こうした建設省が主導した開発法制に対抗する

ために、1969 年に｢農地法｣の改正と｢農振法｣が制定される。このような一連の土地関連法制に

よる区域区分制(線引き制度)、転用許可制、転用税制の導入及び地域地区制(用途地域)の制限を打

ち出したが、農地転用に対したその法制の効果を本節で検討してみる。 



 

108 

 

 

(1) 宇治市農振地域及び都市計画区域の概況 

 

 宇治市で 60 年代中期に始まった「宅地ブーム」によるスプロール的な都市開発を是正するた

めに、1967 年 9 月、新「都計法」の登場の前に用途地域の指定が実施されることになった。ま

た、宇治市は 1971 年に都市計画区域を指定し、さらに 72 年には市街化区域内に存在する優良農

地を保全するため全国に先駆けて｢優良農地登録制度｣と｢都市農業生産緑地制度｣を提案し、73 年に

は市街化区域の内部に 7 種の用途地域 6を再指定した一方で、同じの 73 年に農振地域も指定し

た。 

まず、図 3 を通して宇治市の都市計画区域(市街化区域と市街化調整区域)と農振地域を確認

してみよう。具体的に言えば、直線で描いた黒く塗りつぶしてある部分は市街化区域、斜線の

部分は市街化調整区域（以下、調整区域と略称）、緑の塗りつぶしてある部分は農振地域であり、

1991 年にはそれぞれ 2,212ha、2,442ha と 1,188ha であった。また、調整区域と農振地域が、ほ

ぼ宇治市中部と西部に集中しているが、重なっている部分もある。 

 

 

注：国土地理院長の承認を得て、同院発行の5万分の１地形図を複製したものである。（承認番号）昭60近複第181号

　　農振地域と調整区域に指定された白川、巨椋池干拓田、槙島既成田、上村岡本の4地区がちょうど重なっている

出所：宇治市市役所農業委員会による。

図 3 宇治市都市計画区域及び農振地域全図 
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(2) 区域区分制と地域地区制による都市計画区域の変遷 

 

 図 4 に示したように、1971 年には宇治市総面積の 69％が都市計画区域として指定された。そ

のうち、区域区分制により市街化区域が 2,198ha で総面積の 33%を占めており、調整区域面積

が 2,456ha で総面積の 36%を占めた。ところが、1971～92 年の間に調整区域と市街化区域の間

に 5 回ほどの変更があった。1990 年の改正の際に、市街化区域面積は 2,212ha へと 14ha の拡大

を見たが、逆に調整区域の面積は 2,442ha へと 14ha 減少した。ここから分かるように、宇治市

の都市計画区域が指定されたあとの 21 年間においてはただ個別地区において小規模な変更が

行われただけであり、調整区域内の減少面積は市街化区域拡大の面積と等しい。即ち、宇治市

の都市計画区域総面積は拡大も減少もされていないといえる。 

  図 5 で示したように、1973 年に地域地区制に指定された用途地域はそれぞれ第 1 種住居専用

地域、第 2 種住居専用地域、住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域で

あった。1973 年から 1992 年までの

19年間で用途用地については5回の

変更があった。その変更面積は、第

1 種住居専用地域(7ha 拡大)、住居地

域(5ha減少)、近隣商業地域(7ha拡大)、

準工業地域(5ha 拡大)であった。ここ

でわかったように、市街化区域にお

ける拡大した面積(14ha)は、第 1 種

住居専用地域、近隣商業地域及び準

注：1) 宇 治 市 の 面 積 を 67.29 k㎡ と し て 掲 載　　  2) 都 市 計 画 区 域 外 と い う の は 農 業 振 興 地 域 制 限 林 を 含 む

出所：「宇 治 市 統 計 書」 各 年 版、「宇 治 市 都 市 計 画」 1996 年  30 ペ ー ジ に よ り 作 成

図4　都市計画区域の変遷
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出所：宇治市市役所都市計画課「宇治市都市計画」1996年、31ページ

図5　宇治市用途地域の変遷
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工業地域によるものであった。その拡大した面積はちょうど調整区域の減少した面積に相当す

る。さらに、用途地域を住居類（第 1、2 種住居専用地域、住居地域）、工業類（準工業地域、

工業地域）及び商業類（近隣商業地域、商業地域）の 3 分類に集約すると、1992 年の住居類用

途地域、工業類用途地域及び商業類

用途地域の面積はそれぞれ市街化区

域面積の約 81%、16%と 3%を占め

ていた。要するに、宇治市の市街化

区域面積の 8 割が住宅用地として計

画されていたのである。 

 

(3) 開発に供すべき農地の転用状

況―市街化区域における届け

出による農地転用― 

 

1) 市街化区域内農地の推移 

市街化区域内の農地についてあらかじめ農業委員会に届け出て転用する場合、国･都道府県が

転用する場合、市町村が土地収用対象事業の用に供するため転用する場合などには、許可を要

しない。 

都市計画の理念に従うとすれば、市街化区域内の農地は各種用途の開発予備地である。図 6

が示したように、1972 年から 1990 年までの 19 年間で、宇治市の市街化区域内の農地面積は

421ha も減り、当初の農地面積の 3 割しか残らなかった。特に、1972～80 年の 8 年間の農地の

減少は激しかった。これは宇治市の人口の急増により起こった宅地開発ブームと関連する。こ

こで注目すべきなのは、市街化区域内の農地が当初の計画通りに各種用途開発の予備地として

絶えず減り続けた点である。これは新都計法で定めた区域区分制度が市街化区域内の農地転用

を正当化したからである。 

 

2) 農地法第 4、5 条による農地転用（1971～91 年） 

 図 7 が示しているように、60 年代とは異なって、農地法の第 4、5 条による農地転用量が第 3

条による農地権利移動量を大きく上回っている。特に 70 年代前半まで農地転用量は高い水準

に維持したが、第一次オイルショックの 74 年のあとに急速に減少した。 

出所：「宇治市の農業」宇治市市民部農林茶業課

図6　市街化区域内農地の減少傾向
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では、転用されたこれらの農地は、

どのように利用されたのだろうか。

図 8 に示したように、1971 年から 89

年の 19 年間における工業用地への

農地転用量はわずかであるのに対し

て、住宅用地とその他(関連インフラ

整備)への農地転用の比重は非常に

高い。また、80 年までのインフラ整

備への農地転用量は住宅用農地転用

量よりも少なく、80 年以後の転用量

は住宅用農地転用量よりも多くなっ

ている点に留意したい。これは宇治

市の住宅施策と財政状況に関わるか

らである。70 年代半ばまででは、民

間による住宅造成が盛んに行われた。

しかし、住宅の供給が需要に対応し

きれず、そのうえ、量的な住宅建設に終始したため、市域内に多くの住宅密集地を作り出し、

住宅不足とともに住宅環境悪化といった問題までも引き起こしていた。そのため、1975 年に決

定された『宇治市総合計画 7』をきっかけにして、宇治市の住宅難は量的住宅難の時代から質

的住宅難の時代に入った。特に、80 年に入って、財政赤字から脱出した宇治市は日増しに増え

る住民たちの要求に応えるために、公共施設などの整備基金を創設した。公的セクターはその

基金を運用して公共事業を行ったことになったため、学校、体育館、図書館、公園などの公共

施設への農地転用は、80 年以降、次々と進まれていったのである。 

 

(4) 開発から維持･保全されるべき農地に関する転用規制と転用許可制 

 

 市街化区域内に指定された生産緑地と農振地域にある農用地区域については、制度的に転用

を規制しているが、農振地域の白地と調整区域内農地には転用の規制が緩和される場合もある。 

1) 生産緑地と農用地区域における転用規制 

まず、市街化区域内の生産緑地の転用状況を確認してみよう。農業センサスによると、1960

出所：農林省「農地の移動と転用」各年版により作成

図7　宇治市農地の移動と転用
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出所：「宇治市統計書」各年版により作成

図8　宇治市用途別農地転用状況
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年から 1971 年にかけて、宇

治市の茶園面積は 148ha から

97.9ha へと 3 分の 1 近く減少

している。このような急速な

茶畑面積の減少は、“宇治茶”

で全国に名をとどろかせて

いる宇治の茶産業にとって

は無視できないものであっ

た。そのため、1972 年には宇

治市茶生産組合などの農業

団体が宅地並み課税への反

対運動を起こした。この運動は、最終的に全国初の｢優良農地登録制度｣と｢都市農業生産緑地

制度｣の実施を促した。さらに、国が 1974 年に「生産緑地法」を実施した。図 9 が示したよう

に、｢生産緑地制度｣を実施した 1972 年以降、茶園面積の減少は緩やかであった。その減少面

積は市街化区域内の農地面積の減少に比べると、わずか 2%に留まった。それゆえに、この法

制度は市街化区域内の茶園を含む生産緑地を比較的有効に保護し、営農環境の向上に寄与した

といえる。 

 次に、農振地域の農用地区域の転用規制を確認してみよう。宇治市の農振地域内農地は 1973

出所：宇治市市民部農林茶業課 「宇治市の農業」　1990年　59ページ

図9　宇治市茶園面積年度別集計
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1974年 74.8.31 265 262 0 3 宇治農業振興地域整備計画策定
1975年 265 262 0 3

76.7.12 265 262 0 3 都市計画線引き見直しに伴う
76.12.22 265.3 262.3 0 3 線引き見直し後の農用指定の整備計画変更認可(+)

1977年 77.1.22 272.3 262.3 7 3 農業用施設用地新設による金井戸養鶏団地(+)
1978年 272.3 262.3 7 3
1979年 272.3 262.3 7 3

80.3.28 272.3 262.3 7 3 都市計画線引き見直しに伴う
80.8.12 272.2 262.2 7 3 農家住宅建設(-)
81.6.6 271.8 261.8 7 3 宇治市運動公園拡張(-)
81.9.25 271.7 261.7 7 3 農家住宅建設(-)

1982年 82.6.26 277.8 267.8 7 3 宇治市運動公園拡張(-)、巨椋池地区水障事業進捗に伴う編入(+)
1983年 83.6.14 277.8 267.8 7 3 農業振興地域整備事業実施計画の策定

84.3.15 296.7 286.5 7.2 3 槙島土地改良総合整備事業(+)
84.11.19 296.7 285.9 7.8 3 農家住宅建設(-)

1985年 85.7.31 296.2 285.4 7.8 3 西小倉浄水建設(-)
86.3.4 296.2 285.4 7.8 3 就業促進、生活環境整備、林業関連の項目の追加
86.12.15 288.3 285.2 7.8 3 西宇治運動公園拡幅(-)

1987年 288.3 285.2 7.8 3
288.3 285.2 7.8 3

88.8.16 288.3 277.5 7.8 3 京滋バイパス、大久保バイパス建設に伴う(-)、石橋地番変更
89.1.17 289.2 278.4 7.8 3 槙島土地改良総合整備事業(+)、古川改修工事(-)
89.8.25 289.2 278.3 7.9 3 農家住宅建設(-)

1990年 90.2.19 288.8 277.8 8 3 農村公園、JA農業用低温倉庫建設等(-)
1991年 91.10.9 289.3 278.1 8.2 3 槙島大町編入(+)、農家住宅建設(-)
1992年 92.3.12 289.3 278.1 8.2 3 農家住宅建設(-)
注：　 (+)＝農用地区域面積の増加　　　(-)＝農用地区域面積の減少

出所：宇治市市役所農林茶業課の資料による作成

表2　宇治市農業振興地域農用地区域面積推移

1984年

1986年

1988年

1989年

変更の原因

1976年

1980年

1981年

認可
年月日

年

農　用　地　区　域
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年に概ね農用地区域(265ha)と農振白地(56ha)の 2 つの区域に分かれている。農用地区域内の農

地転用については原則不許可となるが、例外の場合、農用地利用計画の変更（農用地区域から

の当該農地の除外）をした上で農地法による転用許可を得る必要がある。表 2 が示しているよ

うに、1974 年以降、農用地区域の面積は指定されたり除外してから転用されたりして 1992 年

の時点では約 289ha に達して、この 20 年の間に 33ha 拡大した。しかし、一部開発行為による

優良農地のかい廃と不整形農地の残存、また、巨椋池干拓田を中心にした市外からの代替農地

取得の増大、荒し作りや不耕作地等の問題も多少みられた報告があったが、農用地区域におけ

る基本的な土地利用の状況は変わっていないといえる。 

 

2) 農振白地と市街化調整区域における転用許可制度 

農振白地と調整区域における農地転

用の場合、農地法上原則として都道府

県知事の許可(4ha 未満の場合)または

農林水産大臣の許可(4ha を超える場

合)が必要になる。農振地域の白地と調

整区域内農地は一旦転用許可を受けた

と無建築物転用となる場合もあるし、

逆線引きで市街化区域農地となる場合

もある。即ち、農振白地と調整区域が

新都計法、農振法のどちらからも規制

の及ばない緩規制地域である。表 3 に

示したように、1981～91 の間で、許可を受けて転用された面積は総転用面積の 1 割未満(7ha 強)

であった。しかし、このような農地転用は実際のところ無建築物転用を生み出しやすい。例え

ば、農振白地であろうと、調整区域であろうと、事実上どこでも建築行為を伴わない限り、空

き地にアスファルト舗装を施し、白線を引き、看板の一つも立てて青空月極駐車場あるいは容

易に開発できる露天資材置場を設けることができる。さらにもっとも問題になるのは、資材置

場･駐車場として利用することなく申請に係る土地の地目(田もしくは畑)を雑種地へと変更す

る、その上ですぐに転売、建物を建てる、あるいは造成等を行わず農地のまま放置するという、

悪質な無建築物転用が起こられる懸念がある(豊田[1994])。要するに、許可制度によって転用さ

れた農地はいずれにせよ量的に見ればわずかの面積にとどまっていたため、農振白地と調整区

単位：a

1981年 72 5% 1,334 95% 1,406
1982年 32 4% 699 96% 731
1983年 15 2% 942 98% 957
1984年 148 14% 920 86% 1,068
1985年 24 2% 1,147 98% 1,171
1986年 70 9% 732 91% 802
1987年 70 8% 790 92% 860
1988年 60 6% 940 94% 1,000
1989年 90 10% 830 90% 920
1990年 60 7% 810 93% 870
1991年 110 12% 830 88% 940

合 計 751 7% 9,974 93% 10,725

出所：京都府農業会議の提供による作成

表3　宇治市農地転用の許可、届出面積

農地法第4,5条
の許可

農地法第4,5条の
届出

注：農地法第4,5条の届出による転用は市街化区域内農地で行うことに対して,

　　農地法第4,5条の許可による転用は市街化調整区域と農振白地で行う.

許可、届出の
合計



 

114 

 

域における農地転用には一定の規制がかけられることができたといえる。 

 

(5) 農地区分に応じた税制と農地転用への影響 

 

上記のような一連の土地利用関係法制によって農地転用の許可基準に違いがあるばかりでな

く、農地区分に当たって課税の取り扱いも違ってくる。 

図 10 のように、市街化区域内

農地の固定資産税については、

いずれも宅地並み評価であるが、

宇治市のような三大都市圏特定

市に指定された特定市街化区域

農地においては、宅地並み課税

となる。ゆえに、市街化区域内

農地は宅地並み課税の対象にな

るため、転用が続々に促進され

たといえる。これに対して、生産緑地地区、調整区域及び農振地域内に 

ある農地は農地評価・農地並み課税のままとなり、かつ贈与税、相続税の納税猶予・免除制

度も適用される。このような長期営農を保障できる法制度及び課税上の優遇措置などの都市農業

を維持できる客観的な条件を創出したため、開発から維持･保全されるべき農地においた無秩序

な転用が抑制されたといえる。 

 

第4節 日本農地転用法制の評価及び中国農地の転用法制設計への提案 

 

(1) 日本農地転用に関わる法制の評価 

 

 開発に供すべき農地と維持･保全されるべき農地を有効にコントロールする土地利用計画の

手段が新都計法実施以前にはなかったことを受け、公的規制･誘導･助成措置として実施された

1960 年代末の新都計法、そして農振法の創設及び農地法改正の動きをもとに、農地転用の法的

動向は表 4 のように纏めることができる。上記の分析を通じて、宇治市の都市計画区域と農振

地域の面積は指定時から大きな変更がほぼ見られなかった。そして各区域 (市街化区域、調整

　　　

出所：筆者作成

農地並み課税

宅地並み課税

図10 農地区分に応じた課税

市街化区域

生産緑地

地区

市街化調整

区域

農振地域

特定市街化区域農地

一般市街化区域農地

生 産 緑 地

一 般 農 地

農用地区域、白地

宅地並み評価

宅地並み評価

農 地 評 価

農地に準じた課税
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区域、農用地区域及び農振白地) の間においても、大規模な逆線引きも生じなかった。これは

農地転用の規制・誘導や、面的管理の手法等により計画的に実施された効果であると考えられ

る。 

開発に供すべき農地としては、市街化区域に定められている。新都計法の区域区分制度(線引

き制度)と農地法の転用申請手続きの変更を契機として市街化区域内の農地転用は当初の許可

制から届出制に変わり、しかも決定権限の地方自治体への機関委任事務としての委譲による転

用手続きがより簡単になったため、農地転用がますます容易になった。また、新都計法の地域

地区制の制限の強化と開発許可制の導入によって、農業と共存する比較的水準の高い市街地の

形成が実現できた。そのため、一連の土地関連法制はその実施するまでに比べ土地利用規制強

化がなされたものとして一応の評価を下すことができる。これらの法制の実施は開発に供すべ

き市街化区域内にある農地の転用を計画的に促進したといえる。 

 他方、開発から維持･保全されるべき農地としては、農振地域(農用地区域、農振白地)、調整

区域及び市街化区域にある生産緑地に定められている。新都計法への対抗として 1969 に農振

法の制定と農地法の改正が行われる。農振法も農地法も農業・農地にかかわる法律である。こ

の二つの法律は別々の考え方で制定されているが、車の両輪のようにそれぞれが補完しあって

いる。農地法は農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、地域との調和に配慮し

ながら農地を効率的に利用することが図られる法律である。また、農振法において、農用地区

域の指定を通じた農地の面的保全が企図される法律である。さらに、市街化区域内にある優良

農地を対象とした生産緑地法は農地の適正な保全を図ることにより良好な都市環境の形成に

資される法律である。これらの法律はいずれも農地を農地として維持･保全するために土地の

所有や利用を市場メカニズムにのみ委ねるのではなく、一定の公的介入を行うことを通じて上

記の目的を達成することを目指してきたのである。上記のように、農振白地にせよ調整区域に

せよ農地を転用する場合、いずれかの農地法による転用許可が必要となる。また、農用地区域

と生産緑地における農地を転用する場合、いずれかの農地法による転用規制の厳格化となる。

これらの法制に基づいて、維持･保全されるべき地域にある農地の農業上の利用が計画的に促

区  域 種  類 税  金 地 方 法 制

宅地化農地 住宅並み課税 届出 建築に伴う転用

強い規制 生産緑地 農地並み課税 規制 生産緑地法

弱い規制 市街化調整区域 緩規制農地 農地並み課税 許可 無建築物転用

弱い規制 農振白地 緩規制農地 農地並み課税 許可 無建築物転用

強い規制 農用地区域 農地 農地並み課税 規制

表4　宇治市農地転用に関する規則

開発から維持･

保全されるべき
地域･土地

国 の 法 制

農業振興地域
整備計画

市街化区域

転  用

農地法

都市計画法

農振法

開発に供すべき地域･土地
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進されたとみられる。 

 また、開発に供すべき農地と維持･保全されるべき農地に対する税制上の大きな違いは、農地

転用に関わる一連の土地利用関係法制の展開に寄与したといえる。要するに、新都計法による

都市計画区域自体が国土の一部にしか指定せず、かつ都市計画区域でさえ土地利用規制が不十

分であるし、また、農地法による農地転用規制と農振法による利用転換規制について改善する

余地がまだ残っていることを指摘されたが、これらの法制の実施はスプロール開発の防止と無

秩序な農地転用の抑制に一定の効果を持ったことが評価できる。 

 

(2) 中国農地の転用法制設計への提案 

周知のように、農地転用に関わる法制は一

連の土地利用関連法制からなる。図 11 のよう

に、中国の土地管理法に含まれる土地利用計

画、耕地保護と農地転用の内容は日本法制の

中でそれぞれ都市計画法、農振法及び農地法

に対応する。また、農地権利移動については、

中国の場合が農村土地請負法に属するが、日

本の場合が農地法の内容になる。即ち、日本

の農地法は農地権利移動と転用に対して

様々な措置を設ける専門法制である一方で、都市計画法と農振法は農地転用について補完する

法律としてその法の実効性の向上に資する。ゆえに、中国農地法制の不充分、不徹底な点に比

べて、日本の農地法制のほうがそれぞれの内容に応じて都市サイドと農業サイドからより細か

い法制を作り上げ、かつ法と法の間の機能分担や相互連携も適切であるといえる。よって、上

記に述べたように、土地利用計画において開発に供すべき農地と維持･保全されるべき農地を

明確に位置づけながら、農地の区域区分(線引き)制と地域地区制、農地区分、転用許可制及び

転用税制の投入等の多様な公的規制･誘導･助成措置が直接的ないし間接的に講じられた日本

の法制は、これから改正しようとする中国の農地転用法制の改革にとって参考になると考えら

れる。 

また、前章に言及したように、「土地管理法」に唯一に認められるのは、国有地化後の農地

転用である。しかし、法制度に認められない農地権利移動、転用に伴う裏転用と違法直接転用

は実に全国至るところで発生してしまった。政府は裏転用と違法直接転用に関する禁止令をし

日本法制

土地利用計画 都市計画法

耕地保護 農振法

農地転用

農
村
土
地

請
負
法

農地権利移動

出所：筆者作成

土
地
管
理
法

中国法制

図11　中日土地法制の比較

農地法
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ばしば出しても止まることができなかった。この問題を解決するため、政府が農地転用市場の

唯一提供者だけでなく、農家の農地転用市場への参入も合法化させるべきであると期待されて

いる。 

 

 

 

第5節 終わりに 

 

本章では、宇治市の事例を用いて、新旧都市計画法時代の農地転用の実態を比較しながら、

その一連の土地利用関連法制の効果を検討した。関連法制不在による無規制の 1968 年までに、

都市近郊農地は形状的にはなんら変化が見えない代替農地としてその資産保有化傾向が急速に

強化されてしまった。また、大都市圏のベットタウンとして発展してきた近郊住宅都市におい

て土地利用の混乱、「ミニ開発」等のスプロール開発は農地の潰廃に伴う蚕食的な農外転用等の

農地問題を引き起こした。このスプロール開発と無秩序な農地転用を防止するために、登場し

た新都計法、農振法及び農地法の実施は、開発に供すべき農地と開発から維持･保全されるべき

農地を区分しながら、計画的農地利用と秩序な農地転用を推進した。そのため、宇治市の場合、

市街化区域、調整区域、農用地区域及び農振白地の間において、大規模な逆線引きが生じなか

った。しかし、農振地域の白地と調整区域内農地において転用の規制が緩和されたことによっ

て、悪質な無建築物転用が多くなされたことも事実である。つまり、これは日本のゾーニング

制度の効果を充分に果たさなかった原因の 1 つではないかと考える。農振地域の白地と調整区

域内農地に関しては、転用の規制を強化することができるならば、1 つの対策になるかもしれ

ない。 

また一方で、中国と日本では農地所有権の所在がまったく異なる。ただし、単純に日本の農

地転用に関する法の技術的制限手段の面だけを考えると、その手段の有効性は中国の転用法制

の規制と改正に役に立つと考えられる。例えば、中国の場合、農地に関する量的規制を強化し

ながら、悪質な無建築物転用の防止措置を講じたゾーニング制度の導入も期待できると考える。

また、転用許可制、転用税制の導入及び地域地区制の制限の強化等法の技術的制限手段は中国

の裏転用と違法直接転用の抑制にとって役に立つとみられる。 
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註 1) 1998 年、国土面積 3779 万 ha のうち、農用地は 499 万 ha。 

2) この「連動関係」という用語は松本一実氏の論文に参考したものである。「連動関係」は(当時は｢併進関

係｣)をもっともはやく検出したのは、磯辺俊彦氏である(『工業化と農地転用』神奈川県、1963 年)。なお

関連して、同著『日本農業の土地問題』(東大出版、1985 年)に、開発と代替地取得の総括整理がなされ

た。 

3) 京都府農業会議『都市開発と農家のくらしの変貌――京都府宇治市総合調査結果――』、131-133 ページ。 

4) 京都府農業会議『都市開発と農家のくらしの変貌――京都府宇治市総合調査結果――』、105 ページ。 

5) 中野ら『京都府における農地政策の展開と土地問題』、567‐574 ページ。 

6) 用途地域とは住宅地としての生活環境を守ることや、商業･その他の業務や工業の便利の促進を図り、目

的の違った土地利用ごとに、できるだけ同一の地域にまとめ、調和のとれたまちづくりをするために、

新たに建物を建てる場合に守らなければならない最低限の基準を定めた区域のことである。用途地域に

は第一、二種低層住居専用地域、第一、二種中高層住居専用地域、第一、二種住居地域、準住居地域、

近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域という 12 種類を含む。(1992 年都市計

画改正により、8 種類から 12 種類になり、宇治市の場合では工業専用地域を指定してない。) 

7) 宇治市『宇治市総合計画』1975 年、304-307 ページ。 
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本論文のコア・チャプターである第 5 章の理論モデルでは香川大学農学部武藤幸雄準教授、

知的財産研究所特別研究員村本顕理博士に資料を提供して頂くとともに数多くの有益なご助言

を頂きました。ここに両氏に対して深く感謝の意を表します。また、同章における論文の投稿

など、投稿受理されるまでのあらゆる場面で九州大学農学研究院長命洋祐準教授に、数々のご

指導、ご助力を賜りました。ここに深謝の意を表します。また本論文は、多くの方々のご協力

なくしては完成しませんでした。第 2 章の論文の寄稿を依頼頂いた慶應義塾大学経済学部教授

大西広先生には有益なアドバイスを頂き、厚くお礼申し上げます。第 3 章の概念の整理にあた

っては、同専攻教授秋津元輝先生にお世話になりました。第 4 章の事例の検討にあたっては、

同専攻準教授沈金虎先生に公私に渡り暖かいご助言を賜り、本論文の取りまとめに際しても原

稿を確認いただきました。心より感謝申し上げます。第 6 章の論文の学会発表にあたっては、

座長であった明治大学農学部教授池上彰英先生に積極的に評価する姿勢でご審査を頂き、心よ

りお礼申し上げます。とくに、補章の作成は筆者が日本に留学してきた最初の時期でした。こ

の論文は中国中南大学向けの修士論文であり、また、大学院編入試験向けの論文でもありまし

た。この間、岡田知弘教授には、筆者のわがままな研究テーマにもかかわらず暖かく見守って

いただき、論文の取りまとめに至るまで、ご指導ご鞭撻を賜りました。ここに改めて心より厚

く御礼申し上げます。 

本論文の各章の分析はおもに筆者が独自に収集したデータ・資料に基づいたものです。その

研究調査費用の多くは日本科学研究費補助金を獲得した研究代表者浅見淳之準教授によるもの

です。ここに記して深く感謝申し上げます。また福井清一教授には、筆者が京都大学大学院在

学中、ゼミなどの場で貴重なコメントを頂くことだけでなく、研究の支援としてゼミの TA を

任せて頂き、学会参加の費用までも捻出して頂きました。心より厚く御礼申し上げます。在学

したゼミの各位には研究遂行にあたり日頃より有益な討論の助言を頂きました。先輩である望

月政志氏(京都府農林水産技術センター海洋センター)、草処基氏(東京農工大学)、丸健氏(一橋

大学)、一條洋子氏(東京農工大学)、近藤英俊氏、そして、同専攻地域環境経済学分野の王新艶

氏には、ゼミや自主勉強会などの場で多くのアイデアを提供して頂きました。多くの時間を共

有し切磋琢磨しながらともに勉強してきた同ゼミの同級生の飯澤菜穂氏、小川京子氏、そして

後輩の李丹氏(原論分野)にも感謝の念を表したいと思います。また、同じ研究室の原論分野の

中山大将氏(京都大学東南アジア地域研究研究所)には、数多くの原稿を確認頂きました。心よ

り感謝申し上げます。 
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さらに、中国の中南大学の徐建軍教授、劉建華教授、張宝教授には現地調査の手配などのご

協力を頂き、こころより深くお礼申し上げます。また、調査先の政府関係者、農家の人々のご

協力にも深く感謝の意を表します。本論文の執筆にあたってお世話になった全ての方々にもう

一度御礼を申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。また、研究を進めるに

あたり、ご支援、ご協力を頂きながら、ここにお名前を記すことが出来なかった多くの方々に

心より感謝申しあげます。 

最後に、これまで自分の思う道を進むことに対し、温かく見守りそして辛抱強く支援してく

ださった両親、義理の親、弟、そして夫・宣之、及び 3 歳の長男・培君と 1 歳の次男・祥君に、

心より感謝いたします。本当にありがとうございました。 

 

 

 

2017 年 1 月 23 日 3 時 40 分 

李 妍蓉 
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调查地点:_______市______镇______村                                       

问卷编号:________________ 

调 查 员:________________________ 

 

 

“农村土地流转意识”调查问卷 

 

 

亲爱的农民朋友： 

您好！  

我们是中南大学和京都大学中日两国高校联合组成的“农村土地流转及农产品安全意识”调查

团。为了了解中国内陆省份土地流转及安全生产方面的情况，我们决定在长株潭地区的部分农村

家庭中开展此次问卷调查。您作为被抽中的调查对象回答的问题，对我国有关土地制度改革的制

定具有一个很重要的参考价值。根据《统计法》第三章第十条，我们将对您和您家庭的意见和资

料严格保密。 

谢谢您的支持与配合！ 

 

                                                       中南大学、京都大学 

“农村土地流转意识”调查团 

                                                          2009 年 8 月 

 

 

 

作答方法：请将您的回答在□打「✓」记号 

          除题中注明“可以多选”的题目外，均为单选题。 

若选择“其他”选项，请在后面注明您的想法。 
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１、关于土地承包、土地流转方面的基本问题 

 

1）  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2） 如果您进行了土地流转，请回答这一部分，否则请跳过此部分。 

2-1） 您将农地借给（亲朋，近邻，其它         ）他（她）是?（可以多选） 

□①普通村民 □②共产党员 □③村干部 □④农业协会成员或种田能手 □⑤其他           

-2） 您向（亲朋，近邻，其它         ）借的农地，他（她）是?（可以多选） 

□①普通村民 □②共产党员 □③村干部 □④农业协会成员或种田能手 □⑤其他           

 

 

借出 借入 借出 借入 借出 借入 口头 书面

1、流转形式包括①转包 ②转让 ③互换 ④出租 ⑤股份合作 ⑥反租倒包 ⑦其它            ，空格里只填写序号即可

流
转
地
的
基
本
情
况

一般农田

水田

旱地

表1-2  流传地基本情况调查表

借进后的
农地种植
何种农作

物

单位：亩、元/亩、米

流转形式1 总面积 流转费
有

流转合同

没有
离家距离

一般农田

基本农田

基本农田

 

 

 

 

                          表1-1 承包地基本情况调查表                      单位：亩

承包费（元）

基本农田 共有几块
一般农田 最近（米）
基本农田 最远（米）
一般农田

最小（亩）
主要种植作物
有承包合同吗 有  /  没有

面积(亩) 耕地（水田、旱地）

口头协议 / 书面协议

最大（亩）

其它

旱地

饲养场
林地

水田

鱼塘
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2、关于农地流转的需求与供给及其流转原因 

 

1. 农地的借出 

1)   现在已经借出或现在虽然没有将农地租借出去，但今后有想租借出去的打算吗？ 

（注：选择 1、2 项，请直接回答第 7 题；选择 3、4 项，请回答 2~6 题。）  

□1 根本不想 □2 不太想 □3 有些想 □4 很想 

2)   如果有人向您租借农地，您是否会将农地租借给他？ 

□1 根本不想 □2 不太想 □3 有些想 □4 很想 

3)   如果您有可能将农地租借给他人的话，您最想借给谁？ 

□1 亲戚、朋友 □2 普通村民 □3 干部、共产党员 □4 农业协会、农业公司 

4)   如果有可能的话，您希望选择何种方式将农地租借给他人？ 

□1 转包 □2 转让 □3 出租 □4 互换 □５ 股份合作 □６ 反租倒包 □７其它   

5)   如果您将农地借给他人的话，您希望收取多少租借费？ 

□1 水田的租借费     元/亩          □2 水田免费   

□3  旱地的租借费     元/亩            □4  旱地免费 

 

6)   请您回答借出农地或有可能借出农地的理由。 

6-1) 务农收入比较低。 

□1 不同意 □2 不太同意 □3 大致同意 □4 非常同意 

-2) 有足够的非农业收入。 

□1 不同意 □2 不太同意 □3 大致同意 □4 非常同意 

-3) 家里干农活的劳力不足。 

□1 不同意 □2 不太同意 □3 大致同意 □4 非常同意 

-4) 只要把土地委托给他人，保证地不荒，自己就能拿到补贴。 

   □1 不同意 □2 不太同意 □3 大致同意 □4 非常同意 

-5) 把土地流转出去能得到更多实惠。 

    □1 不同意 □2 不太同意 □3 大致同意 □4 非常同意 

-6) 将农地借出去的手续很简单或没什么手续要办，很方便。 

   □1 不同意 □2 不太同意 □3 大致同意 □4 非常同意 

-7) 相信借地的人，不担心将来会发生土地纠纷。 
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   □1 不同意 □2 不太同意 □3 大致同意 □4 非常同意 

-8) 其它理由 （请写明）         

 

7)   请您回答没有借出农地或不想借出农地的理由。 

7-1) 依靠农业收入过活，没有多余的地可以出租。 

     □1 不同意 □2 不太同意 □3 大致同意 □4 非常同意 

-2) 农地是我一生的保障，不租出去更能维护我对农地的权利。 

    □1 不同意 □2 不太同意 □3 大致同意 □4 非常同意 

  -3) 只是一时的休耕，如果把农地借出去的话，担心自己想耕作的时候农地收不回来。 

      □1 不认同 □2 不太认同 □3 大致认同 □4 非常认同 

-4) 担心他人只顾种而不给土地施肥。 

    □1 不认同 □2 不太认同 □3 大致认同 □4 非常认同 

-5) 找不到想租借农地的人。 

    □1 不同意 □2 不太同意 □3 大致同意 □4 非常同意 

-6) 其它理由（请写明）          

 

 

2.农地的借入 

1)   现在已经借入或者现在虽然没有借用农地，但今后有想租借的打算吗？  

(注：选择 1、2 项，请回答第 8 题；选择 3、4 项，请回答 2~7 题。） 

□1 根本不想 □2 不太想 □3 有些想 □4 很想 

2)   如果有人愿意提供农地，您是否会向他租借？ 

□1 根本不想 □2 不太想 □3 有些想 □4 很想 

3)   如果您打算租借他人的农地的话，您最想向谁借？ 

□1 亲戚、朋友 □2 普通村民 □3 干部  □4  共产党员 

4)   有可能的话，您希望选择何种方式租借他人的农地？ 

□1 转包 □2 转让 □3 出租 □4 互换 □５ 股份合作 □６ 反租倒包 

5)   有可能的话，您打算在租借的农地内种植何种农作物？ 

    □1 水稻 □2 蔬菜 □3 果树、花卉 □4 其它（请写明）         

6)   如果您向他人租借农地的话，您能支付多少租借费？ 
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□1 水田的租借费     元/亩     □2 水田免费 

□3  旱地的租借费     元/亩       □4  旱地免费 

 

7)   请您回答租借农地或有可能租借农地的理由。 

7-1) 受他人委托，不得不帮忙照管农地。 

     □1 不同意 □2 不太同意 □3 大致同意 □4 非常同意 

-2) 为了领取补贴 

    □1 不同意 □2 不太同意 □3 大致同意 □4 非常同意 

-3) 家里劳力增加，需要租借农地耕作。 

    □1 不同意 □2 不太同意 □3 大致同意 □4 非常同意 

-4) 农业机械化后农活变轻松了，想扩大农业经营规模。 

    □1 不同意 □2 不太同意 □3 大致同意 □4 非常同意 

-5) 农产品价格不断上涨，想扩大规模增加农业收入。 

      □1 不同意 □2 不太同意 □3 大致同意 □4 非常同意 

 -6) 农地的租借费很便宜或者可以免费租借使用。 

      □1 不同意 □2 不太同意 □3 大致同意 □4 非常同意 

-7) 其它理由（请写明）                             

 

8)   请您回答没有借入农地或不想借入农地的理由。 

8-1) 现有的农地规模足够养活一家人，没有必要再借入农地。 

     □1 不同意 □2 不太同意 □3 大致同意 □4 非常同意 

-2) 有足够的非农业收入，现有的农地自给用就够了。 

    □1 不同意 □2 不太同意 □3 大致同意 □4 非常同意 

-3) 家里劳力不足。 

□1 不同意 □2 不太同意 □3 大致同意 □4 非常同意 

-4) 物价上涨、生产成本不断增加，农业生产很不划算 

□1 不同意 □2 不太同意 □3 大致同意 □4 非常同意 

  -5) 没有正式合同，单方面的解约会让我蒙受损失。 

□1 不同意 □2 不太同意 □3 大致同意 □4 非常同意 

  -6) 找不到出租土地的人 
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□1 不同意 □2 不太同意 □3 大致同意 □4 非常同意 

  -7) 其它理由（请写明）                             

 

 

３,关于土地流转过程中的一些问题 

 

目前，中央政府正着手建立健全土地承包经营权流转市场，允许农民以转包、出租、互换、

转让、股份合作等形式流转土地承包经营权，发展多种形式的适度规模经营。现在，假设您正准

备进行农地的流转，或者村民委员会正在发动包括您在内的全村村民进行土地流转。在此前提下，

请您回答以下问题。 

 

1）  您是否认为和其他农民进行土地流转时比较困难？ 

    □1 不认为 □2 不太认为 □3 基本认为 □4 非常认为 

2）  您是否认为不论政府如何引导，以村为单位的土地流转还是不太可能？ 

    □1 不认为 □2 不太认为 □3 基本认为 □4 非常认为 

3）  在您打算借入或借出土地时，是否觉得很难找到愿意和您进行流转的人？ 

    □1 不觉得 □2 不太觉得 □3 有些觉得 □4 非常觉得 

4）  在您借入或借出土地时，您是否在意所要流转土地的位置、肥沃度、距离等因素？ 

    □1 不在意 □2 不太在意 □3 有些在意 □4 非常在意 

5）  您是否认为只凭眼睛去看，就能判断出农地的肥沃度及质量吗？ 

    □1 不认为 □2 不太认为 □3 基本认为 □4 非常认为 

6）  假设有人想与您互换农地，但因为您已经习惯了现在正在耕作的这片农地，所以你不想和他

互换。 

    □1 不想 □2 不太想 □3 有些想 □4 很想 

7）  您是否担心如果把农地借出去的话，就很难收的回来？ 

    □1 不担心 □2 不太担心 □3 有些担心 □4 非常担心 

8）  您是否担心如果把农地借出去的话，他人不会用心地使用农地？比如说不给农地施肥等。 

    □1 不担心 □2 不太担心 □3 有些担心 □4 非常担心 

9）  在因土地发生纠纷时，您是否认为与其找村民委员会来调节，还不如当事人自己商量解决来

的快。 
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    □1 不认为 □2 不太认为 □3 基本认为 □4 非常认为 

10） 您是否认为在土地进行流转时，商量流转的条件（比如说流转费、归还时间等）是件很繁琐

的事情？ 

    □1 不认为 □2 不太认为 □3 基本认为 □4 非常认为 

11） 您是否认为在土地进行流转时，不能是口头协约，必须要签订由村委会或当地政府出面证明

的书面协议书？ 

    □1 不认为 □2 不太认为 □3 基本认为 □4 非常认为 

12） 在土地流转时，您是否认为流转期限不宜过长，最好是１年左右。 

    □1 不认为 □2 不太认为 □3 基本认为 □4 非常认为 

 

４、农地流转与人际关系 

 

1.请问您是            

□①共产党员 □②村干部 □③农业协会成员或种田能手 □④普通村民 □⑤其他           

 

2.农地的借出 

1)   情感性人际关系对农地借出的影响 

1-1) 如果出租土地的话，您是否更愿意借给亲友？ 

□1 不愿意 □2 不太愿意 □3 大致愿意 □4 非常愿意 

-2) 您是否认为农地最好是借给亲友？ 

□1 不同意 □2 不太同意 □3 大致同意 □4 非常同意 

-3) 因为亲友更会领我的情，所以愿意借给他们。 

□1 不同意 □2 不太同意 □3 大致同意 □4 非常同意 

-4) 如果亲友来借，不借给他们的话，会伤了大家的和气，让我丢面子。 

□1 不同意 □2 不太同意 □3 大致同意 □4 非常同意 

-5) 正是因为亲友关系，即使不签订正式的租借合同也可以放心。 

□1 不同意 □2 不太同意 □3 大致同意 □4 非常同意 

-6) 您是否认为借给亲友的话，发生纠纷的可能性很小？ 

□1 不同意 □2 不太同意 □3 大致同意 □4 非常同意 
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-7) 即使亲友出的租借费很低，您是否优先将农地借给他们？ 

□1 不同意 □2 不太同意 □3 大致同意 □4 非常同意 

 

2)   目的性人际关系对农地流转的影响 

2-1) 比起普通村民，您是否更愿意将农地借给更有社会地位的人？ 

□1 不愿意 □2 不太愿意 □3 大致愿意 □4 非常愿意 

-2) 干部握有一定的实权，所以愿意借给他们。 

□1 不同意 □2 不太同意 □3 大致同意 □4 非常同意 

-3) 共产党员是值得信赖的，所以愿意借给他们。 

□1 不同意 □2 不太同意 □3 大致同意 □4 非常同意 

-4) 农业协会的人或种田能手都能充分合理的使用农田，借给他们我放心。 

□1 不同意 □2 不太同意 □3 大致同意 □4 非常同意 

-5) 借给农业企业的话，收到的租金和分红高于平常自己种田的收入，所以愿意借给他们。 

□1 不同意 □2 不太同意 □3 大致同意 □4 非常同意 

 

3．农田的借入  

1)   情感性人际关系对农地借入的影响 

1-1) 如果租借土地的话，您是否更愿意向亲友借？ 

□1 不同意 □2 不太同意 □3 大致同意 □4 非常同意 

-2) 您是否认为最好是向亲友们租借农地？ 

□1 不同意 □2 不太同意 □3 大致同意 □4 非常同意 

-3) 因为亲友更愿送我这个人情，所以愿意向他们借。 

□1 不同意 □2 不太同意 □3 大致同意 □4 非常同意 

-4) 如果亲友将农地借给我的话，我会感到很有面子。 

□1 不同意 □2 不太同意 □3 大致同意 □4 非常同意 

-5) 正是因为亲友关系，即使没有正式的租借合同也可以放心。 

□1 不同意 □2 不太同意 □3 大致同意 □4 非常同意 

-6) 您是否认为向亲友租借农地的话，发生纠纷的可能性很小？ 

□1 不同意 □2 不太同意 □3 大致同意 □4 非常同意 
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-7) 即使亲友向您要的租借费稍高，您也是先考虑向他们租借农地？ 

□1 不同意 □2 不太同意 □3 大致同意 □4 非常同意 

 

2)   目的性人际关系对农地借入的影响 

2-1) 比起普通村民，您是否更愿意向有社会地位的人租借农地？ 

□1 不愿意 □2 不太愿意 □3 大致愿意 □4 非常愿意 

-2) 干部握有一定的实权，所以愿意向他们借。 

□1 不同意 □2 不太同意 □3 大致同意 □4 非常同意 

-3) 共产党员是值得信赖的，所以愿意借给他们。 

□1 不同意 □2 不太同意 □3 大致同意 □4 非常同意 

  -4) 谁都可以，谁向我要的租金少我就向谁借。 

□1 不同意 □2 不太同意 □3 大致同意 □4 非常同意 

-5) 谁都可以，谁能借给我，我就向谁借。 

□1 不同意 □2 不太同意 □3 大致同意 □4 非常同意 

 

 

最后，再次感谢您抽出宝贵的时间来参与我们的调查！ 
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调查地点:_______市______镇______村                                     

问卷编号:________________ 

调 查 员:________________________ 

 

 

“合作社参与度及农地投入意愿”调查问卷 

 

 

亲爱的农民朋友： 

您好！  

我们是中南大学和京都大学两高校联合组成的“合作社参与度及农地投入意愿”调查团。为

了了解中国内陆省份农民朋友的合作社的参与度及农地投入意愿的情况，我们决定在长沙、永州、

郴州地区的部分农村专业合作社中开展此次问卷调查。您作为被抽中的调查对象回答的问题，对

我国有关合作社及土地制度改革的制定具有一个很重要的参考价值。根据《统计法》第三章第十

条，我们将对您和您家庭的意见和资料严格保密。 

谢谢您的支持与配合！ 

 

                                                    中南大学、京都大学 

“合作社参与度及农地投入意愿”调查团 

                                                          2015年 7～9月 

 

 

作答方法：选择题均为单选题，请将您的回答在□打「✓」记号 

          填空题请按照题目提示回答问题 

 

 

1.基本情况 

 

1)参加合作社，您出资了吗？ 

□1是，出资额为：                元    □2不是 
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2)您对自家的农地做了投入
1
吗？ 

□1是  □2不是 

3)如果没有投入，您今后打算投入吗？ 

□1是  □2不是 

4)合作社提供农业生产资料的购买，农产品的加工、销售以及相关技术、信息指导等各项服务。 

(注：选择１项，请直接回答第 6题；选择２项，请回答下题。) 

□1是  □2不是 

5)合作社主要负责农产品收购。                                              

□1是  □2不是 

6)合作社只按交易量(额)比例进行分红。(注：选择１项，请直接回答第 8题；选择２项，请回答

下题。) 

□1是  □2不是 

7)合作社不但按交易量(额)比例分红，还按出资额比例分红(盈余返还)。 

□1是  □2不是 

8)合作社设定了保护价。 

□1是  □2不是 

 

2.关于农地投入力度方面的提问 

 

1)积极参加合作社并对农地做适当的投入。 

□1 完全不同意  □2 基本不同意  □3 有点不同意  □4 不清楚  □5 有点同意  □6 基本同意  

□7完全同意 

2)按照事前与合作社共同达成的协议，积极地对农地进行适当的投入。 

□1 完全不同意  □2 基本不同意  □3 有点不同意  □4 不清楚  □5 有点同意  □6 基本同意  

□7完全同意 

3)积极响应并服从合作社制定的农产品品质标准，愿意按照合作社的标准对农地做适当的投入。 

□1 完全不同意  □2 基本不同意  □3 有点不同意  □4 不清楚  □5 有点同意  □6 基本同意  

                                                   
1
 农地投入不仅仅指农地的土壤改良、农地基础设施建设方面的投入，还包括在进行农地投入时所付出的劳力和努力以及技术等

方面的投入。农地基础设施建设包括农业用水、排水水渠，农地（形状、斜面、田埂）整理，蓄水池的修建及农业用道路的修

建等。另外，广义上的农地投入还包括与合作社开始交易或者为了参加合作社所耗费的准备时间、遇到的麻烦、与他人的商量

及所花费的工夫等全部的投入。 
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□7完全同意 

4)因为能够提高农业收入，所以愿意对农地做适当的投入。 

□1 完全不同意  □2 基本不同意  □3 有点不同意  □4 不清楚  □5 有点同意  □6 基本同意  

□7完全同意 

5)因为与合作社的理事的关系很好，所以愿意对农地做适当的投入。 

□1 完全不同意  □2 基本不同意  □3 有点不同意  □4 不清楚  □5 有点同意  □6 基本同意  

□7完全同意 

6)因为合作社在农地投入方面积极配合，所以愿意对农地做适当的投入。 

□1 完全不同意  □2 基本不同意  □3 有点不同意  □4 不清楚  □5 有点同意  □6 基本同意  

□7完全同意 

7)对于农业生产来说，对农地进行适当的投入是必要的。 

□1 完全不同意  □2 基本不同意  □3 有点不同意  □4 不清楚  □5 有点同意  □6 基本同意  

□7完全同意 

8)虽然需要耗费时间、劳力成本，但对农地的适当投入也是必须的。 

□1 完全不同意  □2 基本不同意  □3 有点不同意  □4 不清楚  □5 有点同意  □6 基本同意  

□7完全同意 

9)自己是被动地加入合作社的，所以没有必要按照合作社的要求对农地做过多的投入。 

□1 完全不同意  □2 基本不同意  □3 有点不同意  □4 不清楚  □5 有点同意  □6 基本同意  

□7完全同意 

10)即使加入了合作社，也不会按照合作社的要求对农地进行过多的投入。 

□1 完全不同意  □2 基本不同意  □3 有点不同意  □4 不清楚  □5 有点同意  □6 基本同意  

□7完全同意 

11)非农收入越多，就越没有必要对农地进行过多的投入。 

□1 完全不同意  □2 基本不同意  □3 有点不同意  □4 不清楚  □5 有点同意  □6 基本同意  

□7完全同意 

12)农地的自然条件越不好，对农地的投入就越少。 

□1 完全不同意  □2 基本不同意  □3 有点不同意  □4 不清楚  □5 有点同意  □6 基本同意  

□7完全同意 

13)担心自己会被合作社牵着鼻子走，所以不愿意对农地做过多的投入。 

□1 完全不同意  □2 基本不同意  □3 有点不同意  □4 不清楚  □5 有点同意  □6 基本同意  
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□7完全同意 

14)买家越多，就越没有必要对农地做任何的追加投入。 

□1 完全不同意  □2 基本不同意  □3 有点不同意  □4 不清楚  □5 有点同意  □6 基本同意  

□7完全同意 

15)自己的农地对合作社来说越是重要，就越没有必要对农地做任何的追加投入。 

□1 完全不同意  □2 基本不同意  □3 有点不同意  □4 不清楚  □5 有点同意  □6 基本同意  

□7完全同意 

16)在制定农地投入标准时，合作社并未征求过我的意见而是单方面强行决定的，所以我不会完全

按照合作社的标准进行投入。 

□1 完全不同意  □2 基本不同意  □3 有点不同意  □4 不清楚  □5 有点同意  □6 基本同意  

□7完全同意 

17)认为自己对农地投入的时间、劳力及资金不宜过多。 

□1 完全不同意  □2 基本不同意  □3 有点不同意  □4 不清楚  □5 有点同意  □6 基本同意  

□7完全同意 

18)觉得农地投入是件很麻烦的事。 

□1 完全不同意  □2 基本不同意  □3 有点不同意  □4 不清楚  □5 有点同意  □6 基本同意  

□7完全同意 

 

3.关于对影响农地投入的主要因素的提问 

 

1)参加合作社对自己非常有好处。 

□1 完全不同意  □2 基本不同意  □3 有点不同意  □4 不清楚  □5 有点同意  □6 基本同意  

□7完全同意 

2)积极利用合作社的各项服务，比如通过合作社购买农资、销售农产品等。 

□1 完全不同意  □2 基本不同意  □3 有点不同意  □4 不清楚  □5 有点同意  □6 基本同意  

□7完全同意 

3)积极地参加合作社定期开展的农业技术、防虫治虫、防灾抗灾等各类培训。 

□1 完全不同意  □2 基本不同意  □3 有点不同意  □4 不清楚  □5 有点同意  □6 基本同意  

□7完全同意 

4)农业生产中遇到问题后，能主动找合作社商量。                       
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□1 完全不同意  □2 基本不同意  □3 有点不同意  □4 不清楚  □5 有点同意  □6 基本同意  

□7完全同意 

5)对合作社制定的农产品收购价、品质标准、交易量等方面的要求积极地响应和努力地完成。 

□1 完全不同意  □2 基本不同意  □3 有点不同意  □4 不清楚  □5 有点同意  □6 基本同意  

□7完全同意 

6)参与合作社的各项决议，并积极地表达自己的意见。 

□1 完全不同意  □2 基本不同意  □3 有点不同意  □4 不清楚  □5 有点同意  □6 基本同意  

□7完全同意 

7)加入合作社时，社员出资(货币、实物等)是有必要的。 

□1 完全不同意  □2 基本不同意  □3 有点不同意  □4 不清楚  □5 有点同意  □6 基本同意  

□7完全同意 

8)自己参加合作社的意愿并不强烈。                                                     

□1 完全不同意  □2 基本不同意  □3 有点不同意  □4 不清楚  □5 有点同意  □6 基本同意  

□7完全同意 

9)自己的农产品并没完全卖给合作社，还卖给了其他买主。                                 

□1 完全不同意  □2 基本不同意  □3 有点不同意  □4 不清楚  □5 有点同意  □6 基本同意  

□7完全同意 

10)并未完全按照合作社的要求进行种植。比如撒农药、施肥、土壤改良等。                  

□1 完全不同意  □2 基本不同意  □3 有点不同意  □4 不清楚  □5 有点同意  □6 基本同意  

□7完全同意 

11)合作社的大会能不去就不去。                                                        

□1 完全不同意  □2 基本不同意  □3 有点不同意  □4 不清楚  □5 有点同意  □6 基本同意  

□7完全同意 

12)合作社的发展与自己关系不大。                                                      

□1 完全不同意  □2 基本不同意  □3 有点不同意  □4 不清楚  □5 有点同意  □6 基本同意  

□7完全同意 

13)合作社理事会总是单方面地、强制性地决定内部事情,自己只能服从。                      

□1 完全不同意  □2 基本不同意  □3 有点不同意  □4 不清楚  □5 有点同意  □6 基本同意  

□7完全同意 

14)合作社分担农地投入的话，自己就会积极地参与及配合合作社工作的开展。 
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□1 完全不同意  □2 基本不同意  □3 有点不同意  □4 不清楚  □5 有点同意  □6 基本同意  

□7完全同意 

15)在农地投入方面，合作社愿意出钱的话，自己也愿意出力。 

□1 完全不同意  □2 基本不同意  □3 有点不同意  □4 不清楚  □5 有点同意  □6 基本同意  

□7完全同意 

16)合作社对农地投入费用的分担直接影响自己参与合作社及对农地投入的积极性。 

□1 完全不同意  □2 基本不同意  □3 有点不同意  □4 不清楚  □5 有点同意  □6 基本同意  

□7完全同意 

17)农业收入是家庭收入的主要来源之一。 

□1 完全不同意  □2 基本不同意  □3 有点不同意  □4 不清楚  □5 有点同意  □6 基本同意  

□7完全同意 

18)合作社的收购价格比市场价格高，农业收入增加。 

□1 完全不同意  □2 基本不同意  □3 有点不同意  □4 不清楚  □5 有点同意  □6 基本同意  

□7完全同意 

19)家庭非农收入多。 

□1 完全不同意  □2 基本不同意  □3 有点不同意  □4 不清楚  □5 有点同意  □6 基本同意  

□7完全同意 

20)做生意或务工收入是家庭收入的主要来源。 

□1 完全不同意  □2 基本不同意  □3 有点不同意  □4 不清楚  □5 有点同意  □6 基本同意  

□7完全同意 

21)与合作社理事关系好，相互信赖。 

□1 完全不同意  □2 基本不同意  □3 有点不同意  □4 不清楚  □5 有点同意  □6 基本同意  

□7完全同意 

22)良好的人际关系有利于与合作社的合作。 

□1 完全不同意  □2 基本不同意  □3 有点不同意  □4 不清楚  □5 有点同意  □6 基本同意  

□7完全同意 

23)家庭劳动力多，希望扩大农业经营规模。 

□1 完全不同意  □2 基本不同意  □3 有点不同意  □4 不清楚  □5 有点同意  □6 基本同意  

□7完全同意 

24)希望自己今后成为农业大户。 
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□1 完全不同意  □2 基本不同意  □3 有点不同意  □4 不清楚  □5 有点同意  □6 基本同意  

□7完全同意 

25)农地面积小，并且分散。 

□1 完全不同意  □2 基本不同意  □3 有点不同意  □4 不清楚  □5 有点同意  □6 基本同意  

□7完全同意 

26)农地的土质或水利条件不好。  

□1 完全不同意  □2 基本不同意  □3 有点不同意  □4 不清楚  □5 有点同意  □6 基本同意  

□7完全同意 

27)担心合作社在交易时会压低事前商定好的收购价格。 

□1 完全不同意  □2 基本不同意  □3 有点不同意  □4 不清楚  □5 有点同意  □6 基本同意  

□7完全同意 

28)担心农地投入后所产生的利益不能全部归自己所有。 

 □1 完全不同意  □2 基本不同意  □3 有点不同意  □4 不清楚  □5 有点同意  □6 基本同意  

□7完全同意 

29)即使中止与合作社的交易，也可以很顺利地与其他买家进行交易。 

□1 完全不同意  □2 基本不同意  □3 有点不同意  □4 不清楚  □5 有点同意  □6 基本同意  

□7完全同意 

30)即使与其他买家进行交易，自己也不会有什么损失。 

□1 完全不同意  □2 基本不同意  □3 有点不同意  □4 不清楚  □5 有点同意  □6 基本同意  

□7完全同意 

31)无论与谁进行交易，农产品的利益不会有太大的变化。 

□1 完全不同意  □2 基本不同意  □3 有点不同意  □4 不清楚  □5 有点同意  □6 基本同意  

□7完全同意 

32)对合作社来说，自家地所在的地理位置及环境(比如土壤质量、交通位置等)是非常理想的。 

□1 完全不同意  □2 基本不同意  □3 有点不同意  □4 不清楚  □5 有点同意  □6 基本同意  

□7完全同意  

33)自己种植的农产品正是合作社所期望的品质。 

□1 完全不同意  □2 基本不同意  □3 有点不同意  □4 不清楚  □5 有点同意  □6 基本同意  

□7完全同意 

34)掌握了对合作社有用的农业技术和信息。 
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□1 完全不同意  □2 基本不同意  □3 有点不同意  □4 不清楚  □5 有点同意  □6 基本同意  

□7完全同意 

35)合作社的理事会总是单方面的制定农地投入标准并强制性地推行。 

□1 完全不同意  □2 基本不同意  □3 有点不同意  □4 不清楚  □5 有点同意  □6 基本同意  

□7完全同意 

36)如果不按照合作社的要求进行农地投入的话，担心自己有损失。 

□1 完全不同意  □2 基本不同意  □3 有点不同意  □4 不清楚  □5 有点同意  □6 基本同意  

□7完全同意 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最后，再次感谢您抽出宝贵的时间来参与我们的调查！ 

            

 




