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調査報告 

中国都市における服飾の認識に関するアンケート調査・分析

―天津を事例として―

夏目晶子1

はじめに

２００５年初めから今日まで，筆者は主

に２０世紀の中国衣生活の変遷と中国社会

思想との関わりをテーマとして研究をして

いる．２００６年２月から翌２００７年１

月にかけての天津での現地調査は，このテ

ーマについての研究の一環として重要な役

割を持っており，博士論文の一つの柱とな

るものである．

調査の対象としてこの地域を選択したの

には，筆者が南開大学で一年間の留学生活

を送ったという外的要因もあるが，さらに

大きな理由としてこの地域に存在する二つ

の特質が挙げられる．それは，天津が東部

沿海地域の北方に位置する大都市として経

済的に発展している一方で，首都北京に隣

接する都市として古き伝統文化・風習を未

だに色濃く残しているという点である．北

京の海の玄関と言われる天津は，新・旧両

面の特質を持っているのである．

それは衣生活・文化の面においても例外

ではなく，「新」と「旧」，「現代」と「伝統」

の要素が色濃く残っている．開放を求める

一面がある一方で，伝統を守る一面も存在

する．この両面性は天津の民間風俗の特性

であり，とりわけ筆者は，こうした天津に

おける特有の文化や民風に惹かれて，考察

に当たっての調査地としたのである．

２０世紀の中国社会は激しい変動の時期

であった．清朝末期の混乱とその滅亡，中

華民国の樹立，そして中華人民共和国建国

といった社会構造の大きな変革がこの約百

年の間に起きた．その社会構造の変動は

人々の生活のあらゆる面に影響を及ぼし，

変化を起こしたが，それは，衣生活におい

てもさまざな変化を起こしてきた．その変

化の要因として，社会思想から受けた影響

も服飾専門家らなどからしばしば指摘され

てきている2． 
しかし，その社会思想がどのように衣生

活の変化に影響をもたらしたかという経緯，

また，社会思想と衣生活との二者の間の密

接な関わりなどについては，これまで深く

掘り下げられることはなかった．２０世紀

の中国社会の変化は，もっぱら政治や経済

などを中心として注目されてきており，こ

の百年間の衣生活に起きた変化について，

とりわけ社会思想と衣生活との関係を中国

一般市民たちがどのように理解・認識して

いるのかという問題は取り残されたままに

なっている．近年においても，中国人の衣

生活に対する意識・態度の実態把握につい

ては，研究が全くなされていないと言って

も過言ではない．このことについて，更に

見直す必要があると思う所以である．

本稿では，主にアンケートの現地調査の

研究方法を採用して，天津地域を中心に，

特に南開区，河西区を事例として，またそ

の周辺地域などでの調査を加えて，総合的

分析によって，天津を代表とする一般的な

中国人の衣生活に対する意識・態度と，そ

の社会思想との関わりに対する認識の実態

1
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を明らかにしたい．

Ⅰ 天津市の概況および衣生活形態の特

色

１ 天津市の概況

天津市は中国首都北京に最も近隣する直

轄市で，中国北部の東寄り，華北平原の東

北部に位置している．東南は渤海湾に臨み，

西北は北京市と隣接しており，その他は河

北省と接している．天津市の総面積は約１

１，０００平方キロメートル，２００５年

の数字データによると，総人口は９３８万

人，非農業人口は５６０．２万人で総人口

の約６０％を占めている．農業人口は３７

７．８万人で総人口の約４０％である．主

な民族は漢民族であり天津市総人口の９

８％を占める．そのほか，回族，満州族，

モンゴル族，壮族，朝鮮族などの少数民族

も住んでいる．天津市は１５の区，県を管

轄している．

そのうち市に所属する区は和平，河東，

河西，南開，河北，紅橋，塘沽，漢沽，大

港，東麗，西青，津南，北辰，武清，宝坻

である．また，市に所属する県は３つで，

寧河，静海，薊県3である． 
天津は隋朝の時代に大運河が開通するこ

とに伴って形成された．唐代半ば以後，天

津は南方の食糧や絹織物を北方へ運送する

水陸の港町になった．宋朝，金朝ではこの

地を“直沽賽”と呼んでいた．元朝に入って

から“海津鎮”へと改称し，軍事重鎮と水路

の食糧運送の中心となった．明永楽２年（１

４０４年），城壁を築き，衛を設けたため，

“天津衛”と呼ぶようになった．１９２８年，

天津は特別の市に変わり，以来“天津市”と
なった4． 
天津は中国の北方地方の交通の要であり，

華北と東北を結ぶ交通の要衝である．１８

６０年イギリス，フランス連合軍に侵略さ

れ，１９００年に半植民地となり，やむな

く九カ国の租界を開設した．当時，中国で

設立した外国租界のもっとも多い都市とさ

れた．それまでの天津の経済機能は，主に

食糧などを大運河で北方に運送する漕運と，

製塩工業を中心として五百年あまり続いて

きた．しかし，第二次アヘン戦争で敗れて

から，やむなく貿易都市として開放した．

各帝国主義列強が天津で工業を開設し，イ

ギリス，フランス，アメリカ，ドイツ，日

本，イタリア，オーストラリアなどの国々

は自分の租界地内でいくつかの紡績，機械，

化工などの企業，また，銀行を建てた．西

洋人によって教会，病院や学校も設けられ，

文化，芸術もそれに伴って天津に入ってき

た．これらの外国資本主義の侵入によって，

天津社会に経済，政治，文化，軍事面で大

きな変化がもたらされた．当時，国内の官

僚や外国人の仲介人たちも，次第に近代工

業に投資するようになり，民族資本とされ

る中小企業も相次いで建てられた．第一次

世界大戦の直前までに，全市で工場は７０

あまりに至った．西洋の科学技術や文化を

習うことにおいても，全国の先頭に立って

いた．洋務運動の時期，洋務派は学校や企

業などを含めて，都市建設や管理において

西洋を模倣していた．北洋軍閥の発祥地で

ある天津で，新軍の新政を運営するにあた

って，その新軍の軍事制度も全面的に西洋

軍事を模倣した．そして，教育，新聞など

の事業面においても創立，創刊は比較的早

かった．北洋大学堂（1895 年），南開大学

（1907 年），天津図書館（1908 年），『大公

報』（1902 年）など，その勢いは上海など

のようにずば抜けて潮流に乗ってはいない

にしても，時代の足取りにぴったりついて

いた．清朝末期の天津は，全国に注目され

る都市の一つであった．また，天津は一貫

して名士が集まる地域でもあった．清朝最

後の皇帝溥儀，民国の大統領袁世凱，黎元

洪，馮国章，徐世昌および梁啓超，吉鴻昌

など名士の旧居があり，孫文や李大釗，劉

少奇，周恩来など革命先駆が天津で活動し

た，その記念館や住まいもまだ残っている． 
民国時代になってから，“五四”運動によ

って，中国社会全体は「新」と「旧」，「興」

と「滅」の転換期が訪れた．天津の経済，

政治，教育，文化，思想などの面はこれま

でにない発展の段階を迎えた．特に１９３

７年の日中戦争直前までに，天津の民族工

業は黄金の時期を迎え，紡績，軽工業，食

2
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品，機械，加工などの工業企業は数千軒ま

でに及んだ．天津の経済，商業，貿易は迅

速に発展の方向へ進み，中国北方の経済中

心と，中国と西欧との文化交流の中心にな

った5．天津港は中国北方の最大の総合貿易

港，北方地方で最も重要な輸出港になった．

この時期は商業が繁栄し，租界地が盛んに

なった時期で，人々にとって天津は憧れの

地であった．

１９４９年に新中国（中華人民共和国）

が建国されてからの二十数年間，全国は革

命と闘争に明け暮れた．新中国の社会主義

と旧中国の資本主義が戦い，新中国のプロ

レタリアと旧中国のブルジョアが戦い，特

に文化大革命の間には，さらにプロレタリ

ア的な幸福感が熱く提唱され，個人主義的

な要素は激しく排除された．その中で，天

津社会も物質的な生活においても精神的な

生活においても，中国全体につれて極端な

方向へ向かって発展していった．そして，

２０世紀７０年代後半に入って，新中国は

改革・開放をめざし，それにともなって天

津は現代の経済構造や文化構造に向かうこ

とになった．改革・開放政策によって中国

は，計画経済から社会主義型の市場経済へ

と移り変わった．８０年代，天津では海河

下流区と沿海地区を重点に開発が進められ，

主に四つ（軍粮城，楊柳青，南河，咸水沽）

の衛星工業都市とその他の工業地帯を発展

させた．さらに続いて９０年代初め，天津

経済技術開発区と天津港保税区が建てられ

た．今，天津は中国北部で最大の沿海の開

放都市であるだけでなく，中国経済，政治

に影響を与える重要な都市として位置づけ

られている．その特有の地理的条件と歴史

的条件が国家から重視され，支持されて，

天津市は２００６年に国家環保総局により

国家環境保護模範都市として認定された．

２ 天津の衣生活形態の特色

天津は古くから服飾商業地として有名な

地域であった．もっとも有名なのは明朝末

期から建てられた天津市の最初の商業地

“大胡同”通りで，別名“估衣街”と呼ばれて

いた（現在もそう呼ばれている）．その名の

通り，主に衣服類を扱っているところであ

る．特に清末ごろ，主に絹織物や綿布，芝

居用衣裳，衣服などの衣類店がこの通りに

所狭しと並んでいた．衣服と絹織物の品数

も豊富で，特に裕福な家庭はそこまで足を

運び，布地や装飾品を購入した．また質屋

は，衣服の売買などの目的で利用した．こ

のため，估衣街は市民の衣生活の中心地と

して位置づけられていた．同時に，当時の

北部地方の衣類などの紡績品市場の中心地

としても有名であった．その地位は現在に

おいても，北部地方でその存在を無視する

ことができない．清朝の時代から受け継い

だ各衣服店も，依然として市民に愛用され

ている．また，植民地時代に天津の繁華街

の一角に置かれていた，およそ８０年の歴

史を持つ天津勧業場商厦もある．当時，こ

の商厦の周辺にはたくさんの衣服の店があ

り，今現在も市民が愛用しているのである．

このほか，濱江道など一般に若者向けの繁

華街には有名ブランドの衣服専門店，若者

向けのファッションショップ，輸入ファッ

ション小売店などがずらりと並んでおり，

衣服の種類も色とりどりである．２０世紀

のファッションといえば，これまではずっ

と上海が中国服飾の中心地で，特に女性の

衣服が最新ファッションとして話題になっ

てきた．衣生活面において天津は，この上

海に対して，北方の服飾の中心都市として，

中国の中で比較的早期に新思潮の衣服を受

け入れた地域だといえる．では，二十世紀

天津市民の衣生活はどうだったのか，手元

の服飾資料を中心に検討し情報を提供した

い．

植民地になる前まで，天津の人々は衣生

活において，主に清王朝の服飾階級制度に

基づいた衣服を着用していた．衣服の様式，

色彩，文様，材質などは細かく身分によっ

て区分され，規制されていた．その特徴は，

一般的な衣服の様式としては，男性は満州

族の長袍馬褂をまとい，女性は満州族の旗

袍をまとった．漢民族の女性は自らの民族

服を着用することが許されていたために，

上衣と下裙であった．下層階級の男女は，

主に粗布の中国式の上着，ズボンというス

3
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タイルであった．全体として中国式の伝統

衣服の様式であった．

清朝末期，列強の侵入にともなって西洋

文化，科学技術，教育，西洋の思想観念な

どが押し寄せ，中国人の衣生活に著しい変

化が起きた．当時，中国の伝統衣服のほか

に，西洋的要素の衣服や装身具が社会に現

われ始めた6．清末，西洋人や西洋文化に伴

って洋服も天津に入ったが，当初，中国人

の間では洋服を着る人は少なかった．洋服

を着るのは，主に西洋人を相手にする人や，

外国商人相手の中国人仲介人，留学から帰

国した中国人であった．しかし，次第に洋

服を真似て着る中国人は多くなってゆき，

辛亥革命の前までには，洋服を着ることは

既に風習の一つになっていた．また，中国

で初めて近代西洋要素の軍服を取り入れた

のもこの天津地域である．１８９５年，新

軍が天津で作られてから，袁世凱らの担当

責任者は西洋先進の武器装備をとりいれ，

また軍人の素質を重視するようになったと

同時に，軍服の改革にも力を入れた．１９

０５年に新軍の軍服が統一されるまで，天

津地域の新軍は主に日本軍服の様式を採用

していた．この影響を受けて，さらに沿海

地方や海外華人の間には，清王朝が滅亡す

るまでの『髪を切る，衣服を改める』とい

う運動が高まった．このような状況の中で，

天津市民の衣生活は大きく変化した．伝統

様式のほかに，西洋文化への憧れの影響で，

西洋様式または中洋折衷様式の衣服も現れ

始めた．

清朝末期，天津の一般市民や農民は，衣

生活において，主に実用性を求めて材質の

低い綿など粗布の伝統衣服（男性は長袍馬

褂と，各種の上着）とズボンとの合わせの

仕事着などを着ていた．女性は民族により

異なり，漢民族の女性は主に上着とスカー

トを着用し，満州族の女性は主に旗袍を着

用していた．衣服の文様も一般に，自ら刺

繍した邪気駆除，福禄喜寿などの吉祥伝統

文様が多く使われていた．さらに，知識人

や工商で仕事している中層階級の衣生活の

場合は，彼らの活動場は主に中心部や租界

地に集中しているため，衣生活においても

変化を余儀なくされた．男性は主に背広や

ネクタイ，皮靴のほか，こだわりのある人

はさらに礼帽や懐中時計，文明杖を身につ

けていた．女性の一部も，洋服を着用した．

その特徴を挙げると，上着は体にフィット

するデザインで，下のスカートはややゆっ

たりしていて，全体として女性の体の曲線

を強調していた．特に，若い女性の衣服の

デザインは，四肢が露出し始めた．洋服を

着用する女性の職種としては，主に外国の

工商業や教会関係で仕事する人やその家族，

或いは文化教育を受けた人やその家族であ

った．

当時，洋服の生産はまだ充分とはいえな

い状況であったので，その値段は極めて高

かった．そのため，もう一種類の衣服が考

案された．すなわち伝統様式と西洋様式が

融合した中洋折衷様式の服である．具体的

に言うと，男性は長袍馬褂に西洋の皮靴，

頭に白い礼帽．女性は改良された高い襟の

旗袍に，西洋要素のネックレス，洋帽をか

ぶる格好であり，こうした格好が中層社会

でもっとも流行した．

国力の衰弱とともに，清王朝の政治制度

の重要な構成部分としての服飾階級制度も

衰退してゆき，厳格な服飾階級区分による

統治が揺らいだ．その頃になると，一般人

でもお金さえあれば，各階級クラスを示す

官服を手に入れることができた．天津の一

部の裕福層の間では，官服の専用文様や布

地などを使用したり，さらには官服を着用

したりする人もいた．

民国期に入ってから，衣服の西洋化は加

速し始めた．民国政権は西洋政体モデルを

模倣して建てられたので，服飾の各面にお

いても西洋を真似ることは当然のことであ

った．衣服の階級制度がほぼ廃止され，１

９１２年１０月に中華民国政府は男女礼服

を発布した．男性は二種類の大礼服と常礼

服．大礼服は洋式デザイン，常礼服は中式

と洋式の二種類．この種の礼服は政界で流

行した．この時期の衣生活は，全体として

まさに西洋化へ進む過程にあった．天津の

衣生活については，男性は，一般に長袍馬

褂，洋服，中山服，さらにさまざまにデザ

4
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インした中洋折衷様式の服．二，三十年代

の頃には，洋服や中山服は，もはや知識人

や上層階級の専属服ではなくなり，その他

の階級の人も着用できるようになっていた．

当時，洋服と中山服は一種の流行ファッシ

ョンと見做されていた．経済的に余裕のあ

る人は必ず洋服を備えていた．また，礼帽

や皮靴，眼鏡，手袋などの西洋装身具も上

層階級の衣生活の中に取り込まれていた．

女性の衣生活は，建国後の西洋化への傾

向がさらに進む中で，胸部，腰部，臀部の

裁断が伝統的な平面裁断法から立体裁断法

へと変わってゆき，女性らしい曲線美を求

め始めた．服の丈は長めのものから短めの

ものへ，ウエストはゆったりしたものから

ほっそりしたものへ，袖口は広めのものか

ら狭めのものへと，嗜好が変化した．伝統

上着と伝統ズボンをあわせた格好は，主に

下層階級の女性の普段着であった．中間層

や上層階級の女性は主に洋服，あるいは中

洋折衷の服を着用した．中にわずか一部の

帰国留学生や，流行に敏感な若い社交界の

女性，知識人の間で，女性解放思潮に煽ら

れて，男性風の衣服を着用する人もいた．

当時，社会でもっとも流行した女性ファッ

ションと言えば，伝統服と洋服の結合体で

ある――チャイナドレスであった．その風

格と特徴を具体的に挙げれば，服の丈の長

さ，襟の高さ，スリットの大小，袖の付け

具合，長さなど，すべての部分が西洋の最

新流行ファッションの変化によって定めら

れていた．伝統的な旗袍の形は，そこには

ほとんど残っていない．文様については，

本来女性の衣服に散りばめられていた多種

多様の装飾文様もこの頃から簡略化され，

時間が経つにつれて装飾文様は女性市民の

衣生活の中からどんどん消えていった．

また，天津は新式教育が発達していたた

め，学生服もほかの地域と比べて富んでい

た．その形は，主に西洋様式の服だった．

小中学生は一般に中山服，大学生は学校に

よって違うが，長袍，洋服，中山服などが

一般であった．女学生は一般に無地のスカ

ートと上着．上着はやや細く小さめで，袖

は比較的短く，裾はアーチ形であった．ま

た，スカートの長さは膝下までであった．

また，当時天津では，新聞や雑誌，画報

などに関連する業種が発達していたため，

市民は最新ファッションの情報を素早く入

手でき，それが衣生活を豊かなものにした．

１９２９年，天津利順徳飯店で“万国服装大

会”が開催され，その賑わい振りは国内外の

来賓を驚かせたほどであった．この時期，

中国全体の流行ファッションのレベルから

見て，確かに北方は東南沿海地区より低い

状態にあった．しかし，一般的に見て天津

市は，大都市であり貿易港を中心としてい

るという性質から，その衣生活は中国全体

から見ると，北方最新流行ファッションの

都市だと言えるのである．

新中国の時代においては，５０年代末期

まで経済の発展は緩慢であり，物質的条件

はまだ不十分な状況であった．加えて「堅

苦朴素」（質素で地味な生活に耐えること）

を美とするプロレタリア的な革命精神が社

会で流行していたため，その影響は真っ先

にはっきりと中国全体の衣生活に映し出さ

れていた．天津では，新中国が建国した直

後に，軍服の影響を受けた．各業種の男性

は，特に若い青年の中で，主に藍色，グレ

ー，黒色の三色の軍服と中山服が愛用され

た．そのほか，中山服とレーニン服から生

み出された“人民服”や，中山服を原型とし

た“青年服”，“学生服”，“軍便服”，また，

上半身は伝統の綿入れの上着（伝統綿枖）

に下半身は洋ズボンの組み合わせという中

洋折衷の衣服が現われ，男性が愛用した．

伝統服である長袍馬褂や西洋の衣服，特に

背広を着る人は少なくなっていた．

当時の衣服の中にあって，特に中山服は

広い範囲にわたって男性に好まれ，襟など

が部分的に改良されながら，７０年代末期

まで人々が好んで着用した．その着用範囲

はお年寄りから青年，さらには子供までに

及んだ．女性の衣服においても，男性と同

じ革命精神の影響のために，一般女性はレ

ーニン服，グレーの軍服，学生服，それか

ら中山服を原型とする“女性両用シャツ”，
ソ連式の花模様の布地で作ったワンピース，

伝統上着と洋ズボン，スカートなどを着用
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していた．

長い袍のチャイナドレスは５０年代中期

に入ると，天津の衣生活の中からほとんど

消えた．この時期の市民の衣生活は全体的

に質素で地味であった．そして，１９５６

年，国家から“人民の衣服を美化する”とい

う提唱があったために，一時期，模様がほ

どこされたり色彩が加えられたり，また，

襟などにデザインが増え，特に女性と子供

の衣服の風格は少し鮮やかなものに変わっ

た．例えば，花模様スカート，刺繍入りシ

ャツ，花模様外套上着などが女性の中で流

行した．男性の衣生活に再び背広，洋オー

バーなどが現れ，一時的に流行した．しか

し５０年代末期に入ると，全国で“大躍進”
運動がはじまり，衣生活はさらに「実用，

素朴，丈夫」の方向に進んだ．その影響で，

労働者，学生，政府職員，農民を問わず，

人々の衣服全体が“大躍進”の色，つまり，

藍色，グレー，黒色に染められた．女性は

多くこの三色の“両用シャツ”を着た．その

シャツの中には，一般に小花模様の“両用シ

ャツ”を着るが，その襟の部分を外のシャツ

の上に重ねることが当時のおしゃれな着方

だった．男性は主に中山服，軍服を好んだ．

１９６０年代初期から７０年代末期まで，

男女の衣服は依然として“素朴”を時代の流

行とした．男性の衣服は主に中山服，軍便

服，開襟制服，縦襟制服，青年服，労働服，

両用シャツ，ジャケット上着，ハーフ・コ

ート，ダスター・コート，軍式綿入りコー

ト，伝統綿入り上着などであった．一方，

女性の衣服で主に流行したのは，縦襟ひと

え上着，女性用の軍便服コート，開襟シャ

ツ，ちりめんスカート，ハーフとロングの

コートなどであった．当時，文様に関して

は子供服に比較的多かったが，大人の影響

を受けていたせいで，やはり素朴なものが

多かった．例えば，子供の制服，紅衛服，

労働シャツなどである．衣服の形や布地は

絶えず少しばかり変化していたとはいえ，

始終“実用”，“素朴”，“すっきり”という原

則に基づいて作られていた．文化大革命の

十年間は，「破四旧」（旧思想，旧文化，旧

風習，旧習慣）と「左翼路線」が妨害した

ため，市民の衣生活はさらに単調な色に染

められた．この十年間の衣生活は，男女を

問わず主に「老三色」（藍，黒，グレー），

「老三装」（中山服，青年服，軍便服）を中

心としたものであり，背広やチャイナドレ

スなどの類の衣服はほぼ人々の生活から消

えていた．小学生の衣服にも緑色の軍装を

デザインしたものがあった．当時，紅衛兵

のほかに，教師，幹部，労働者，農民，知

識人の中で，相当の人が萌黄色の軍服を好

んで着用した．そして，布地の模様には歯

車，鎌，トラック，水圧機，ナットなどの

政治的な意図を表す文様を使用するものが

少なくなかった．装飾品としては，萌黄色

のベルト，帽子，布肩掛けカバン，毛沢東

の肖像バッジなどに人気があり，その手に

は赤色の毛語録が握りしめられていたので

ある．

７０年代末（１９７９年）からの改革開

放路線による経済の発展は，天津の衣生活

に目まぐるしい発展をもたらした．紡績業

の発展によって，布地の品種については服

装市場に絶えず新しいものが提供され，特

に８０年以降，国内服飾市場は逸品ぞろい

になり，中国人の衣生活は改善された．ま

た，この頃，解放思想路線にそって政府指

導者から「人民の服装を美化するように」

との提唱がなされ，その上，指導者自らが

お手本として背広を着用したことで，人々

が沸き返った．

８０年代中期，中国は情報時代に向かい，

テレビから流れる世界のファッションショ

ーや流行ファッション雑誌などから大量の

国外のファッション情報を得られるように

なった．さらに，各種類の国内，国外ブラ

ンドの衣服が消費市場に流れ出し，その影

響を受けて，天津では，特に二十代，三十

代の若者の間で，国内外有名ブランドの服

を着る人も現れた．市民は，主に個人の経

済条件がゆるす範囲内で，自分たちが好む

デザインの衣服を着用するようになった．

市民は「老三装」を脱ぎ捨て，代わって，

まず若者の間ではラッパズボンや背広，ジ

ーンズ，スポーツウェアファッション，ス

キーウェア様式の上着，ジャケット，ニッ
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トウェア，Ｔシャツ，そして，ウールファ

ッション，ウインドブレーカーファッショ

ン，皮革服などが流行した．その広がりの

特徴としては，初めは若者男女の間であっ

たが，次第に年配層に広がるという感じで

あった．衣服の色はとりどりで，以前のよ

うな「老三色」ではなくなった．また，衣

服の布地も多種多様，帽子やベルト，手袋

などの装飾品の種類も増えて，人々はファ

ッションに合わせて装飾品を選択した．即

ち，８０年代中期以降の市民の衣生活は，

衣服のデザイン，色，模様，布地，着方，

着用場所や時間など，あらゆる面において，

衣生活全体として，世界ファッションの流

れを基準として，全国的に同じ方向で動い

ていった．

そのほか，９０年代後半から，伝統文化

を見直す社会風潮の波に乗って，これまで

忘れかけていたチャイナドレスや馬褂など

の伝統衣服が再び現れ，さらに伝統服から

改良された新たな中国服（中式服の唐装な

ど）も天津市民の衣生活に見ることができ

た．この種の服は一時的に市民の普段着と

して流行したが，次第に主にお正月などの

伝統行事や結婚式などの儀礼の衣服として

定着していった．

８０年代以降の天津市民の衣生活を一言

でいうと，それは全体として色彩に富んだ

多種多様な伝統衣服，洋服，中洋折衷の衣

服，国内外ブランドの衣服が溢れている衣

服社会であると言える．まさに「近代」と

「伝統」の息吹が漂っているのである．中

国人の個人主義化が急速に進む中で，個性

を強調するさまざまな衣服を天津の衣生活

から覗くことができる．一人一人の経済条

件の下で，人々は自由に，もっぱら自分の

好みを基準として新しいファッション，新

しいデザインの服を選ぶ，という衣生活へ

と成長した．まさに「個人主義」の表れと

いえよう．

Ⅱ 現地調査について

１ 天津都市住民のアンケート調査につ

いて7

アンケート調査地については，数多くの

地方資料を閲読し，実際にその場を十数回

にわたり訪れ，何度も考察したあとで決定

した．最終的には三つの場所を選択した．

それは南開区の“栄遷東里”と“航天北里”，
それから河西区の“銀河広場”である．“栄遷

東里”と“航天北里”は天津の西南部に位置

している．南開区の面積は３９平方キロメ

ートル．２００５年の数字データによると

人口は約７９万人である．また，“銀河広場”
は天津市区の東南部に位置している．河西

区の面積は３７平方キロメートル，人口は

約 7１万人である． 
この三ヶ所を調査の対象地として選択し

たのは以下の理由による．

まず，航天北里と栄遷東里を選択したの

は，主にアンケート調査に当たって，筆者

が特別な階層や傾向の人に偏った地区やそ

の人々を対象にするのでなく，“一般庶民

（18 歳以上）”を調査対象にしたかったか

らである．具体的に，この二つの場所は南

開区の康復路と白堤路が交差するあたりに

位置しており，両区域の住居は日本の住宅

団地に相似していて，しっかりとした一つ

のコミュニティーが形成されている．住居

地内には個人飲食店，食品商店，床屋，自

転車修理場，印刷屋など，さらに，幼稚園

もあった．２００６年７月末の時点の調査

データによると，栄遷東里の居民区域に居

民１０５５戸，延べ２８９５人が住んでい

る．住居は１９８５年に政府からの建設資

金で建てたられたものであり，建物そのも

のは現在の高層住宅と比べて小さめで，一

戸あたりの部屋面積の平均は４０～５０平

方メートルしかない．住民のほとんどは都

市建設のために，水上公園に隣接する八里

台や挂甲寺などの地から引っ越しして来た
8人ばかりで，住民委員会の人に聞いたとこ

ろ，この住宅に住んでいる家庭の収入は比

較的低く，貧困家庭や退職失業者も少なく

ないとのことであった．

航天北里は栄遷東里に隣接している．栄

遷東里同様２００６年７月末時点の調査デ

ータによると，この居民区域は居民９００

戸，延べ３１２０人が住んでいる．住居は

９０年代半ばに建てられた．栄遷東里と違
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って，この住居は不動産開発商人によって

建てられたものである．建売住宅である為，

建築面積も普通の広さで，一戸あたりの平

均住居面積は約６０～７０平方メートル．

住民の多くは天津市内の各地区から来てい

る．家の収入は比較的安定しているように

見える．おそらく，多くは中間層の生活水

準に属するといえる．したがって，この二

ヵ所はまさに“一般庶民”のカテゴリーに属

していると考えられる．この二つの社区・

コミュニティはともに，天津の代表的な住

宅団地である．

つぎに銀河広場をアンケート調査地とし

て選択した理由は，筆者がアンケート調査

を実施するに当たって，“普遍的な意味”を
持つ“一般の天津市民”を調査対象にしたか

ったからである．市民の集いの場として，

この都市広場の地理的位置と機能は特有の

風格を持っている．天津市の市区南部の中

環線と外環線の間に位置し，周辺には多く

の高層住宅マンションがあるほかに，さら

に天津市青少年活動センター，天津博物館，

科学技術館などに隣接している．ここは天

津市民たちにとって最も重要な公共空間で

あり，広さといい最も大きな文化活動と憩

いの場所である．広場は，特に週末の午後，

或は休日などには大変賑やかである．中に

は太極拳をしている人，テープレコーダー

から流れる音楽のリズムに乗って踊ってい

る人たち，ローラースケートをしている若

者たち，凧揚げを楽しんでいる人たち，バ

ドミントンをしている人たち，将棋やトラ

ンプを楽しんでいる人たち，ベンチでお茶

を飲みながらおしゃべりを楽しんでいるた

ち，芝生の沿道に沿ってのんびり散策して

いる人たちなどでごった返している．この

広場を訪れる市民は流動性が比較的高く，

彼らの職業も地位もさまざまである．周辺

に住む住民がいれば，青少年活動センター

や天津博物館，科学技術館などの文化施設

を訪れる人をはじめ，たまたま通りかかっ

た人たちもいる．航天北里と栄遷東里が

「静」であるのに対し，銀河広場はまさに

「動」である．この二極から捉えることが，

今回の調査には欠かせないと考えた．この

ような場所でアンケート調査を実施すれば，

調査対象者としてカバーできる地区や階層

は当然広くなるであろう．このような地区

を組み合わせてアンケート調査を実施する

ことは，アンケートに普遍性を持たせたい

と考える筆者の意図にまさに適している．

２ アンケート調査実施の具体的な日時

と形式

アンケート調査を行う日時は主に，調査

の形式や作業量，そして区域の市民の活動

リズム，アンケートの回収効率の原則に基

づいて決めた．調査日時は当初７月から９

月末までの二ヶ月間と予定していたが，調

査実施中にさまざまな問題に遭遇したため，

一枚あたりのアンケート回収にかかる時間

量が増えてしまい，最終的には１１月初め

までにかかってしまった．

この期間に調査を実施した理由は二つ挙

げられる．まずは，調査員が夏休みの時間

を十分に利用して調査できるということ．

そしてもう一つの主な理由は，この時期の

日没時間が比較的遅いということである．

外は遅くまで明るく，市民の野外活動の機

会が多いので，それに伴い調査対象者に直

接接触する機会も多くなるのである．さら

にその場でアンケート用紙を配布，回収す

ることが可能になることから，調査用紙の

回収効率を向上させることにもつながる．

“航天北里”と“栄遷東里”の居民区域での

アンケート調査は，主に午後４時から午後

７時の間で行なった．この時間帯はちょう

ど住民たちの夕食の買い物，また，仕事場

から帰宅する時間，つまり区域内で往き来

する住民や通勤者の数，さらには在宅する

人の数も多いと考えたからである．そして，

“銀河広場”でのアンケート調査は，主に週

末と祝日休日の午後５時以後の時間に集中

して行った．この広場を事前調査したとこ

ろ，次の二点に気がついた．それは７，８，

９月の平日の昼間，この広場を利用する人

が非常に少ないということである．この理

由として一つ考えられるのは，この時期は

ちょうど日差しが強く，その熱は地面から

上昇し，広場全体が大変暑くなることであ
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る．もう一つは，平日は学校や仕事に行く

人が多く，この時間帯の広場ではほとんど

定年退職した年配の方や博物館，科学技術

館などを参観する小学生や観光客，あるい

は凧を売る商人などしかいなかったことで

ある．このような事前調査の結果から，週

末や休日祝日の午後４時から午後７時の時

間帯が天候も比較的涼しく，また人々がゆ

ったりとした時間を持っていると考えられ，

この時間帯に決定したのである．

アンケート調査の進展は予期していたよ

りも簡単ではなかった．予備調査の段階で

すぐに問題に直面した．居民区域に入って，

最初に当地の居民委員会と連絡を取り，当

局の理解と協力を得たうえで，三つの場所

に対して三回にわたって予備調査をした．

調査を始めてすぐに，最初に想定した「入

居」調査（戸別訪問）の形式では住民に理

解が得られないということが明らかになっ

た．調査の効率が非常に低く，一棟約３０

戸もの家庭をノックして，僅か三戸の家だ

けが渋々二重に鍵がかかったドアをあげて

くれ，調査の説明をしてからようやく受け

入れてくれた．さらに調査をする中で新た

な問題が発生した．調査をする中で，対象

者の教育水準の格差の大きさを改めて実感

したのである．まったく字が読めない人が

いれば，短時間で突然アンケート調査の説

明をしても，その内容が理解できない人が

いるのである．また屋外の調査では，眼鏡

を掛けていないために目が霞んでアンケー

トの字がはっきり見えないというケースに

も遭遇した．これらの問題にいち早く対応

しなければ調査が捗らないと認識し，早速，

筆者は補助調査員らと再度検討した．対応

策の結論は，調査方法については，主に屋

外で，無作為抽出で偶然に出会った対象者

と直接に接触する調査形式をとる，という

ものであった．具体的には，住民に対して

は，直接調査の目的を調査対象者に説明し，

その場でアンケート用紙を配布する．そし

て，その場で対象者に質問項目を解答して

いただき，回収するという形式である9．ま

た調査に当たって，字が読めない人，或は，

質問内容が完全に理解できない人，目が霞

んで字がはっきり見えない人などに対して

は，調査員たちが自ら質問事項と回答選択

肢を対象者に読み上げるという方法を取っ

た．対象者の都合によっては，調査員がア

ンケート用紙記入を手伝う，ということに

した．このように，調査対象者一人一人の

都合に基づいて調査を行うといった調査形

式をとったのである．即ち，「即配布即回収」，

「即問即答」という形式である．この方法

を採用するにあたっては，当然，調査員の

仕事の難しさと仕事量の増加を覚悟しなけ

ればならない．しかし，この方法をとるこ

とによって，調査の質が向上し，なおかつ，

その場でアンケート用紙を回収するので，

アンケート用紙の回収率を上げることがで

きた．

３ 聞き書きとインタビュー

 アンケート調査以外に，筆者は天津でし

ばしば休みなどの日を利用して，中心繁華

街付近のいくつかの百貨店や異なるランク

のさまざまな種類の服飾市場で，市民の衣

生活を観察し，また，店員や来客，街の人

たちに対して聞き取り調査を実施した．ま

た，その場で彼らにいくつかの質問をした．

例えば，今の流行のファッション，ブラン

ド，布地，服のデザインなどについてどの

ように考えているのか，一番売れるのはど

んな衣服なのか，などである．一人一人短

時間ではあるが，話す中で彼らから新たな，

有力な最新情報を得ることができた．

その外，筆者は服飾企業の責任者などに

連絡を取り，或は，服飾製造企業者や服飾

文化学者たちと知り合って，彼らに直接，

服飾の変遷の見方や彼らの衣生活に纏わる

さまざまな体験などを中心として，さまざ

まな項目について単独インタビューを実施

した．天津にある三つの服飾製造会社も参

観した．また，服飾専攻の学生らと座談会

を行ない，彼らが主催した服飾文化活動に

も参加した．天津市以外では，筆者はまた

学会発表会と休日を利用して，北京，承徳，

曲阜等の地においても同様な調査，考察を

行なった．これらのインタビューや聞き書

き調査，たま，自らの目で確認，体で感じ
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たことによって，アンケートのデータに対

する理解・説明をより深めることができた．

これらを通じて，今回の調査をより信憑性

の高いものにでき，また，天津市民におけ

る衣生活に対する認識・理解の実際に近づ

くことができたと考える．

４ アンケートの分配・回収結果

このアンケート調査を取り入れる初段階

で，最低１，０００枚を配布しなければな

らないという最低目標10を掲げた．三つの

区域に対して，アンケート用紙の配布比は

４：４：２とした．栄遷東里と航天北里の

二つの居民区域に対してはそれぞれ４割に

設定し，銀河広場は２割とした．アンケー

ト調査を実施する過程で，六名の調査員を

三組に分け，それぞれ各現地で調査させた．

調査中に問題が発生した場合，また，調査

対象者の性別，年齢の割合などを可能な限

り均等にする為に，調査中に，互いに絶え

ず連絡を取り合わせた．

三ヶ月あまりの間に配布したアンケート

用紙は全部で１，０２６枚，回収した回答

は１，０２４枚で，回収率は９９．８％に

達した．解答用紙のうちに有効なアンケー

トは１，０２１枚．その内訳は，栄遷東里，

航天北里あわせて８０８枚，銀河広場は２

１３枚であった．

調査対象者の年齢と性別における具体的

な状況については，下記の集計データの通

りである．

表１ 調査対象者の年齢と性別

年齢 男（人） 女（人） 性別未記入者 合計（人）

18～30 歳 160 120 1 281 
31～40 歳 102 110 212 
41～50 歳 87 111 4 202 
51～60 歳 79 89 1 169 
61 歳以上 83 67 150 

年齢未記入者 7 7
合計 511 497 13 1,021 

出所）2009 年２月筆者作成

表２ 調査対象者の職業

職業 人数 % 

サラリーマン 279 27.3

管理職 122 12.0

幹部 81 7.9

教師 61 6.0

技術者 81 7.9

個人経営 137 13.4

その他 249 24.4

職業未記入者 11 1.1

合計 1,021 100.0

出所）2009 年２月筆者作成 
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表 3 調査対象者の学歴 
学歴 人数 ％

中学以下 259 25.4

高中 395 38.7

大学 334 32.7

研究生 32 3.1

学歴未記入者 １ 0.1

合計 1,021 100.0

出所）2009 年２月筆者作成

集計データのように，アンケート解答用

紙には，調査の経験不足などの理由のため，

数名の調査対象者が年齢・性別などを記入

することを拒否した．その結果，回収アン

ケートの中，性別と年齢両方記入がなかっ

たのは 7 名．また，性別だけの未記入者が

６名おり，前の 7 名と合わせて年齢・性別

が確定できないものが 13 名いた．職業未記

入者は 11 名，学歴未記入者が 1 名いる．し

かし，全体の調査対象者の年齢と性別の割

合については，比較的均衡が取れていると

思う．職業では， “その他”が割合としては

24.4％とやや高いが，比較的均衡が取れて

いる．また．学歴については，高校卒業の

対象者が 38.7％，大学以上は合計すると

35.8％にもなる．これらの集計結果は天津

市民の教育レベルが比較的高いことを反映

している．ただし，注意すべきことは所謂

“大学”という中には通信教育，社会人教育，

その他いろいろな専門学校などが含まれて

いることである．

上記の三つの調査地の回収結果から見る

と，その有効な回収数は基本的に当初設定

した割合に達していると考える．

５ 各質問事項とその回答集計結果

アンケート質問事項については全部で１

１問を設けた．前９つの質問事項（質問１

～質問９）はすべて“２０世紀以来の中国服

飾文化と社会思想との関係”をめぐる問題

である．回答選択肢はいずれも４項目で，

それぞれは“大いに関係がある”，“ある程度

関係がある”，“関係がない”“分からない”と
いうものである．後の２つの質問（質問１

０，質問１１）は，主に個人の衣生活の意

識（衣服を選ぶ基準の意識，個人主体か社

会主体か，また，国内産か外国産か）に関

連する問題である．質問１０の回答選択肢

は３項目を設け，それぞれは“自分の好み”，
“他人の好み”“分からない”とした．質問１

１の回答選択肢も３項目で，それぞれは“国
産商標”，“外国商標”，“どちらでもいい”で
ある．

これらのすべての質問に対して，選択肢

から一つだけを回答するとした．質問１～

質問１０の内容と，それぞれの回答集計結

果，年齢別集計結果（表）は以下の通りで

ある．

＜清朝末期から民国時期までの中国衣生活と社会思想に対する認識・理解＞

質問１：２０世紀の初期から新中国が建国する前までの５０年間，中国人の服は大きく

変化した．封建階級制度を表す衣服は社会から消えていた．しかしながら，伝統

の衣服はまだ存在していた．また，さらに，外国の様式の衣服も，そして中洋折

衷の衣服も現れ始めた．例えば，長袍（男性用の中国式の長衣），馬褂（チョッキ），

現代旗袍（チャイナドレス），中山服，学生服，背広，ドレス，西式軍服など．あ
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なたは，この種の変化は当時，社会思想が隆盛していたことと関係があると思い

ますか？

質問１ 回答集計結果：

表４ 質問１の回答人数・率

大いに関係が

ある（％）

ある程度関係が

ある（％）

関係がない

（％）

分からない

（％）

栄遷東里・航天北里 330（40.9） 394（48.9） 38（4.7） 44（5.5）
銀河広場 92（43.8） 111(52.9) 6（2.9） 1（0.5）
合計人数 422（41.5） 505（49.7） 44（4.3） 45（4.4）
出所）2009 年２月筆者作成 注：（未回答者：５人） 

表５ 質問 1 の年齢別人数・率 
大いに関係が

ある（％）

ある程度関係が

ある（％）

関係ない

（％）

分からない

（％）

30 歳以下 108(38.6) 153（54.6） 8（2.9） 11（3.9）
31～40 歳 84（39.6） 113（53.3） 7（3.3） 8（3.8）
41～50 歳 81（40.9） 100（50.5） 6（3.0） 11(5.6)
51～60 歳 82（48.5） 77（45.6） 7（4.1） 3（1.8）
61 歳以上 64（42.7） 58（38.7） 16（10.7） 12（8.0）
合計人数 419（41.5） 501（49.7） 44（4.4） 45（4.5）

出所）2009 年２月筆者作成 注：（この問題の未回答者は１２人）

表６ 質問 1 の性別人数・率 
大いに関係が

ある（%） 
ある程度関係

がある（%） 
関係ない

（%） 
分からない

（%） 
男性 230（45.2） 233（45.8） 27（5.3） 19（3.7） 
女性 185（37.1） 271（54.3） 17（3.4） 26（5.2） 

合計人数 415（41.2） 504（50.0） 44（4.4） 45（4.5） 
出所）2009 年２月筆者作成 注：（この問題の未回答者１３人）

表７ 質問１の学歴別人数・率

大いに関係があ

る（%）

ある程度関係があ

る（%）
関係ない（%） 

分からない

（%）

中学以下 100（38.9） 115（44.7） 22（8.6） 20（7.8）
高校 153（38.9） 204（51.9） 16（4.1） 20（5.1）
大学 151（45.3） 172（51.7） 6（1.8） 4（1.2）
大学院 18（56.3） 13（40.6） 0（0.0） 1（3.1）
合計人数 422（41.6） 504（49.7） 44（4.3） 45（4.4）

出所）2009 年２月筆者作成 注：（この問題の未回答者６人）
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表８ 質問 1 の職業別人数・率 
大いに関係があ

る（%） 
ある程度関係があ

る（%） 
関係ない（%） 分からない

（%） 
サラリーマン 104（37.3） 152（54.5） 15（5.4） 8（2.9）

管理職 51（41.8） 57（46.7） 9（7.4） 5（4.1）
幹部 39（48.1） 40（49.4） 0（0.0） 2（2.5）
教職 23（37.7） 36（59.0） 1（1.6） 1（1.6）
技術者 41（50.6） 37（45.7） 1（1.2） 2（2.5）
自営業 51（37.2） 71（51.8） 7（5.1） 8（5.8）
その他 111（44.6） 108（43.4） 11（4.4） 19（7.6）
合計人数 420（41.6） 501（49.6） 44（4.4） 45（4.5）

出所）2009 年２月筆者作成 注：（この問題の未回答者１１人）

表 4 の統計結果に示したように，41.5％
の人が 20 世紀の前半５０年間において，中

国における衣生活の変化は当時の社会思想

の飛躍と“大いに関係がある”と認識してい

る． “ある程度関係がある”の 49.7％と合わ

せると 91.2％となり，非常に高い率で関係

があると認識していることが分かる．

表 5 の年齢統計結果で示したように，６

０歳までは年齢が高くなるにつれて“大い

に関係がある”の率が高くなる傾向が見ら

れる．一方，６０歳以上に，“関係ない”と
答えた人が多く見られる．これはこの年代

に，「中学以下」の学歴の人が多いことが理

由となっていることが考えられる．（表７参

照）

表６の男女別統計結果では，男女の比率

に目立った差はないが，男性では“大いに関

係がある”と“ある程度関係がある”がそれ

ぞれ 45％程度であるのに対し，女性におい

ては“ある程度関係がある”の比率が“大い

に関係がある”より約 17％高い． 
表 7 の学歴統計結果から，学歴が高くな

ればなるほど，両者の関係性に対して肯定

的見方を持つ傾向があることが見て取れる． 
表 8 の職業別統計結果の中で，両者に“関

係ない” と答えた人の比率が最も少ないの

は幹部と称する人たちで，その次に技術者，

教職となる．ここでも，知識レベルの違い

が，関係性の有無についての認識の差にな

って現れているように思われる．

＜民国時期における中山服と社会思想の関わりに対する認識・理解＞

質問２：あなたは，中山服の創製・流行は孫文が提唱した三民主義思想や，その他の民主，

平等の思想による影響と関係があると思いますか？

質問２ 回答集計結果：

表 9  質問２の回答人数・率 

大いに関係が

ある（%） 
ある程度関係

がある（%） 
関 係 な い

（％）

分からない

（％）

栄遷東里・航天北里 251 （31.1） 390（48.3） 85（10.5） 81（10.0） 
銀河広場 68 （32.1） 103（48.6） 26（12.3） 15（7.1） 
合計人数 319 （31.3） 493（48.4） 111（10.9） 96（9.4） 

出所）2009 年２月筆者作成 注：（この問題の未回答者２人）
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表 10  質問 2 の年齢別人数・率 

大いに関係があ

る（%） 
ある程度関係がある

（%） 
関係ない

（％）

分からない

（％）

30 歳以下 66（23.5） 139（49.5） 38（13.5） 38（13.5）
31～40 歳 70（33.0） 101（47.6） 24（11.3） 17（8.0）
41～50 歳 68（34.0） 96（48.0） 22（11.0） 14（7.0）
51～60 歳 56（33.1） 83（49.1） 17（10.1） 13（7.7）
61 歳以上 57（38.0） 69（46.0） 10（6.7） 14（9.3）
合計人数 317（31.3） 488（48.2） 111（11.0） 96（9.5）
出所）2009 年２月筆者作成 注：（この問題の未回答者９人）

表 11  質問 2 の性別人数・率 

大いに関係があ

る（%） 
ある程度関係がある

（%） 
関係ない

（％）

分からない

（％）

男性 177（34.6） 235（45.9） 54（10.5） 46（9.0）
女性 138（27.7） 254（50.9） 57（11.4） 50（10.0）
合計 315（31.2） 489（48.4） 111（11.0） 96（9.5）

出所）2009 年２月筆者作成 注：（この問題の未回答者１０人）

表 12   質問 2 の学歴別人数・率 

大いに関係があ

る（%） 
ある程度関係がある

（%） 
関 係 な い

（％）

分からない

（％）

中学以下 81（31.4） 111（43.0） 28（10.9） 38（14.7）
高校 117（29.7） 201（51.0） 41（10.4） 35（8.9）
大学 107（32.0） 166（49.7） 39（11.7） 22（6.6）
大学院 13（40.6） 15（46.9） 3（9.4） 1（3.1）
合計 318（31.2） 493（48.4） 111（10.9） 96（9.4）
出所）2009 年２月筆者作成  注：（この問題の未回答者３人）

表 13    質問 2 の職業別人数・率 

大いに関係が

ある（%） 
ある程度関係がある

（%） 
関係ない

（％）

分からない

（％）

サラリーマン 103（36.9） 121（43.4） 27（9.7） 28（10.0）
管理職 44（36.1） 60（49.2） 12（9.8） 6（4.9）
幹部 28（34.1） 41（50.0） 9（11.0） 4（4.9）
教職 15（24.6） 38（62.3） 6（9.8） 2（3.3）
技術者 25（30.9） 40（49.4） 9（11.1） 7（8.6）
自営業 35（25.2） 71（51.1） 17（12.2） 16（11.5）
その他 67（26.9） 119（47.8） 30（12.0） 33（13.3）
合計 317（31.3） 490（48.4） 110（10.9） 96（9.5）
出所）2009 年２月筆者作成 注：（この問題の未回答者８人）
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表９より，質問２の中山服と，孫文の提

唱した三民主義思想や民主・平等などの思

想との関りについても，ほぼ 80％の回答者

が，その関りの存在を肯定的に認識してい

ることがわかる．その一方で “関係ない”，
“分らない”とする人がそれぞれ約 10％い

る．問 1 よりも多くなっているのは，「孫文」，

「三民主義」，「中山服」という具体的な事

項について，断定的に判断できない人が多

かったことが考えられる．

表 10 においては，“ある程度関係がある”
とする人は，年代間であまり差がなく，そ

れぞれ 50％弱となっているが，“大いに関

係がある”とする人は，年齢が上がるにつれ

て増加する傾向にあり，３０歳未満と６０

歳以上では約 15％の開きがある．孫文は１

９２５年に亡くなっており，孫文と同時代

に生きた人はほとんどいないが，１９８０

年ころまで中国で広く着用された「人民服」

の原型になったのが「中山服」であり，対

象者の人生体験や受けた教育の違いが，そ

の差に現れていることが考えられる．

表 11 については，問１と同じ傾向が見ら

れる．つまり，“関係ない”，“分らない”と
する率は，男女でほぼ同じであるのに対し，

関係性を認める人の合計は男女ほぼ同じ率

になっているものの，男性のほうが “大い

に関係がある”と，より断定的に関係性を認

める傾向にあることが読み取れる．そして，

学歴から見ると，大学院のような高学歴を

持つ人の方が，関係性を認める傾向が高い

ことが分かる（表 12）． 
また職業を見ると，関係性を認める回答

（“大いに関係がある”＋“ある程度関係が

ある”）の率は高いほうから，教職，管理職，

幹部の順となる（表 1３）． 

＜民国時期，一部の礼服と見なされた衣服に対する認識・理解＞

質問３：民国時期に入って，中山服以外の長袍，馬褂，現代旗袍（チャイナドレス）は国

民に愛され，当時の政治要人ら（例えば，孫文，蒋介石，魯迅，宋氏姉妹など）に

も好まれて着用された．なおかつ，これらの服は国の礼服として認められた．この

現象は当時の熱烈な中華民族意識（中華イデオロギー）と関係があると思いますか．

質問３ 回答集計結果：

表 14   質問 3 の回答人数・率 

大いに関係が

ある（%）

ある程度関係

がある（%）

関係ない

（％）

分からない

（％）

栄遷東里・航天北里 292 (36.2) 396 (49.1) 64 (7.9) 55 (6.8) 
銀河広場 86 (40.8) 105 (49.8) 12 (5.7) 8 (3.8) 
合計人数 378 (37.1) 501 (49.2) 76 (7.5) 63 (6.2) 

出所）2009 年２月筆者作成  注：（この問題の未回答者３人）

表 15    質問 3 の年齢別人数・率 

大いに関係があ

る（%） 
ある程度関係が

ある（%） 
関係ない

（％）

分からない

（％）

30 歳以下 97（34.5） 136（48.4） 24（8.5） 24（8.5）
31～40 歳 78（36.8） 107（50.5） 18（8.5） 9（4.2）
41～50 歳 70（35.2） 108（54.3） 11（5.5） 10（5.0）
51～60 歳 68（40.2） 79（46.7） 13（7.7） 9（5.3）
61 歳以上 63（42.0） 66（44.0） 10（6.7） 11（7.3）
合計人数 376（37.2） 496（49.1） 76（7.5） 63（6.2）
出所）2009 年２月筆者作成 注：（この問題の未回答者１０人）
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表 16   質問 3 の性別人数・率 

别性
大いに関係があ

る（%） 
ある程度関係が

ある（%） 
関係ない

（％）

分からない

（％）

男性 195（38.2） 244（47.7） 44（8.6） 28（5.5）
女性 180（36.1） 253（50.7） 31（6.2） 35（7.0）
合計 375（37.1） 497（49.2） 75（7.4） 63（6.2）
出所）2009 年２月筆者作成 注（この問題の未回答者１１人）

表 17   質問 3 の学歴別人数・率 

大いに関係があ

る（%） 
ある程度関係が

ある（%） 
関係ない

（％）

分からない

（％）

中学以下 98（38.0） 107（41.5） 22（8.5） 31（12.0） 
高校 139（35.4） 198（50.4） 38（9.7） 18（4.6） 
大学 124（37.1） 185（55.4） 13（3.9） 12（3.6） 
大学院 17（53.1） 10（31.3） 3（9.4） 2（6.3） 
合計 378（37.2） 500（49.2） 76（7.5） 63（6.2） 
出所）2009 年２月筆者作成 注：（この問題の未回答者４人）

表 18   質問 3 の職業別人数・率 

大いに関係があ

る（%） 
ある程度関係が

ある（%） 
関係ない

（％）

分からない

（％）

サラリーマン 102（36.6） 141（50.5） 20（7.2） 16（5.7） 
管理職 38（31.1） 69（56.6） 10（8.2） 5（4.1） 
幹部 32（39.0） 43（52.4） 4（4.9） 3（3.7） 
教職 26（42.6） 31（50.8） 3（4.9） 1（1.6） 
技術者 41（50.6） 34（42.0） 3（3.7） 3（3.7） 
自営業 52（37.7） 64（46.4） 10（7.2） 12（8.7） 
その他 85（34.1） 115（46.2） 26（10.4） 23（9.2） 
合計 376（37.2） 497（49.1） 76（7.5） 63（6.2） 
出所）2009 年２月筆者作成 注：（この問題の未回答者９人）

質問３については，表１４のように，回

答者の約 86％以上が“大いに関係がある”，
あるいは “ある程度関係がある”と回答し

ており，多くの人が，関係性があると認識

していることが分かる．

表 15 から，高齢層になるにつれて“大い

に関係がある”を回答した割合が高くなる

が，“ある程度関係がある”まで含めた場合，

年齢層別の違いはほとんどなくなっており，

この項目について，年齢層の違いに顕著な

差は見られない．また，性別による差もほ

とんど見られない（表１６）．

表 1７から，大学院の人は“大いに関係が

ある”の回答率が最も高く，他のカテゴリー

よりそれぞれ１５％程度高くなっている．

ただし，“ある程度関係がある”を含めた場

合，ほぼ同率に近くなる．職業別では，“大
いに関係がある”の回答率で技術者だけが

５０％を超えている．ただし，この設問で

も，サラリーマン・管理職・幹部・教職の

グループでそれぞれ５０％を超えており，

大きな差は認められない（表 1８）． 
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＜文革期における特有な服飾文化の形成と社会主体思想との関係に対する認識＞

質問４：新中国が誕生してから改革開放までの３０年間，中国人の衣生活は急速に単調化に

向かって進み，次第に三種類の衣服（“軍便服”，“学生服”，“毛式服”），三種類の色彩

（藍色，緑色，灰色）がほぼ中国全体の服飾文化を覆うまでに発展した．あなたは，

この現象は当時の極端な，偏った社会主体思想が社会全体をコントロールしたことと

関係があると思いますか．

質問４ 回答集計結果：

表 19  質問４の回答人数・率 

大いに関係が

ある（%） 
ある程度関係が

ある（%） 
関係ない

（％）

分からない

（％）

栄遷東里と航天北里 357(44.5) 331(41.2) 58(7.2) 57(7.1)
銀河広場 107(50.7) 73(34.6) 22(10.4) 9(4.3)
合計人数 464(45.8) 404(39.8) 80(7.9) 66(6.5)

出所）2009 年２月筆者作成 注：（この問題の未回答者７人）

表 20  質問４の年齢別人数・率 

大いに関係があ

る（%） 
ある程度関係があ

る（%） 
関係ない（％） 

分からない

（％）

30 歳以下 96（34.5） 114（41.0） 37（13.3） 31（11.2）
31～40 歳 90（42.9） 92（43.8） 16（7.6） 12（5.7）
41～50 歳 93（46.3） 86（42.8） 11（5.5） 11（5.5）
51～60 歳 99（58.6） 62（36.7） 5（3.0） 3（1.8）
61 歳以上 84（56.4） 45（30.2） 11（7.4） 9（6.0）
合計人数 462（45.9） 399（39.6） 80（7.9） 66（6.6）
出所）2009 年２月筆者作成 注：（この問題の未回答者１４人）

表 21  質問 4 の性別人数・率 

大いに関係があ

る（%） 
ある程度関係がある

（%） 
関係ない（％） 分からない

（％）

男性 244（47.6） 191（37.2） 44（8.6） 34（6.6）
女性 214（43.4） 212（43.0） 35（7.1） 32（6.5）
合計 458（45.5） 403（40.1） 79（7.9） 66（6.6）
出所）2009 年２月筆者作成 注（この問題の未回答者１５人）
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表 22  質問 4 の学歴別人数・率 

大いに関係があ

る（%） 
ある程度関係があ

る（%） 
関係ない（％） 

分からない

（％）

中学以下 120（47.1） 94（36.9） 18（7.1） 23（9.0）
高校 164（41.7） 170（43.3） 33（8.4） 26（6.6）
大学 164（49.2） 129（38.7） 24（7.2） 16（4.8）
研究生 16（50.0） 10（31.3） 5（15.6） 1（3.1）
合計 464（45.8） 403（39.8） 80（7.9） 66（6.5）
出所）2009 年２月筆者作成 注：（この問題の未回答者８人）

表 23  質問 4 の職業別人数・率 

大いに関係があ

る（%） 
ある程度関係が

ある（%） 
関係ない（％） 

分からない

（％）

サラリーマン 130（47.1） 112（40.6） 21（7.6） 13（4.7）
管理職 53（43.4） 57（46.7） 8（6.6） 4（3.3）
幹部 46（56.1） 26（31.7） 8（9.8） 2（2.4）
教職 28（45.2） 29（46.8） 5（8.1） 0（.0）
技術者 36（44.4） 32（39.5） 8（9.9） 5（6.2）
自営業 57（41.6） 53（38.7） 12（8.8） 15（10.9）
その他 110（44.4） 94（37.9） 18（7.3） 26（10.5）
合計 460（45.6） 403（40.0） 80（8.0） 65（6.4）
出所）2009 年２月筆者作成 注：（この問題の未回答者１３人）

質問 4 のアンケート結果を見ると，多く

の人たちが，この時期の衣生活の変化は当

時の社会思想と関わっていると認識してい

ることが分かる．“大いに関係がある”の回

答率は 45.8％まで達し，“ある程度関係があ

る”と合わせると 85.6％となる（表 19）． 
表 20（年齢別）から，３０歳以下の年齢

層で関係があると認識している人の率が低

い傾向があるのが分かる．この層では，“関
係がない”１３．３％， “分からない”１１．

２％と，他の年齢層と開きがある．この層

の多くは，改革開放以降に生まれた世代で

あり，改革開放以前についての認識があま

りない人が増えていることがうかがえる．

一方，３０歳以上の層では，多くの人が関

係性の存在を認識している．とりわけ５１

～６０歳の層では，１６９人中“関係がな

い”と答えた人はわずかに５人， “分からな

い”と答えた人も３人と，関係性を認識する

人が非常に多い結果となった．

性別の統計結果においては，目立った差

異はないが，若干男性の“大いに関係があ

る”の回答率が高い（表 21）． 
また表 22（学歴別）では，どの層も４０

～５０％が“大いに関係がある”と回答して

おり，大きな差は認められない．その正反

対の“関係がない”の回答率では，大学院の

学歴をもつ人が若干高い比率となった．大

学院生の層は，母集団が３２名と，他の層

と比較して総数が少ないため，一人の回答

の違いによって率が変わる幅が大きくなっ

てしまう傾向にある．それにしても３２名

中５名が“関係がない”と答えているのは，

やはり一つの傾向と見るべきだろう．

表 23（職業別）を見ると，“大いに関係

がある”の回答率の中で，幹部の層が最も高

くなっているが，“ある程度関係がある”ま
でを合計した場合，教職の層が９２．０％

と，最も多くなる．管理職も９０．１％が

関係性を認識しており，幹部（８７．８％）
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はサラリーマン（８７．７％）とほぼ同率 となる．

＜文革中，一部伝統の衣服と洋服の消失に対する認識・理解＞

質問５：新中国の誕生から改革開放まで，特に文化大革命の頃，長袍・馬褂・現代旗袍と

いった類の一部の伝統衣服と背広，ドレスなど西洋の要素を持った衣服が，服飾市

場からほぼ姿を消した．この現象は，当時の人々が自ら＜革命的立場＞であること

を表すために着用することを望まなかったこと，或は批判される対象になることを

恐れて着用することが出来なかったことと関係がありますか？

質問５ 回答集計結果：

表 24  質問 5 の回答人数・率 
大いに関係が

ある（％）

ある程度関係が

ある（％）

関係がない

（％）

分からない

（％）

栄遷東里と航天北里 304 （37.8） 330 （41.0） 120 （14.9） 50 （6.2）
銀河広場 73 （34.4） 80 （37.7） 46 （21.7） 13 （6.1）
合計人数 377 （37.1） 410 （40.4） 166 （16.3） 63 （6.2）

出所）2009 年２月筆者作成 注：（この問題の未回答者５人）

表 25  質問 5 の年齢別人数・率 

大いに関係があ

る（％）

ある程度関係があ

る（％）

関係がない

（％）

分からない

（％）

30 歳以下 73（26.1） 110（39.3） 70（25.0） 27（9.6）
31～40 歳 65（31.0） 100（47.6） 35（16.7） 10（4.8）
41～50 歳 85（42.3） 76（37.8） 26（12.9） 14（7.0）
51～60 歳 76（45.0） 71（42.0） 19（11.2） 3（1.8）
61 歳以上 76（51.0） 49（32.9） 15（10.1） 9（6.0）
合計人数 375（37.2） 406（40.2） 165（16.4） 63（6.2）

出所）2009 年２月筆者作成 注：（この問題の未回答者１２人）

表 26 質問 5 の性別人数・率 

大いに関係があ

る（％）

ある程度関係があ

る（％）

関係がない

（％）

分からない

（％）

男性 192（37.4） 195（38.0） 94（18.3） 32（6.2）
女性 181（36.6） 211（42.6） 72（14.5） 31（6.3）
合計 373（37.0） 406（40.3） 166（16.5） 63（6.3）

出所）2009 年２月筆者作成 注：（この問題の未回答者１３人）
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表 27  質問 5 の学歴別人数・率 

大いに関係があ

る（％）

ある程度関係があ

る（％）

関係がない

（％）

分からない

（％）

中学以下 94（36.7） 91（35.5） 45（17.6） 26（10.2）
高校 155（39.4） 158（40.2） 56（14.2） 24（6.1）
大学 116（34.7） 149（44.6） 59（17.7） 10（3.0）
大学院 11（34.4） 12（37.5） 6（18.8） 3（9.4）
合計 376（37.0） 410（40.4） 166（16.4） 63（6.2）

出所）2009 年２月筆者作成 注：（この問題の未回答者６人）

表 28  質問 5 の職業別人数・率 

大いに関係があ

る（％）

ある程度関係があ

る（％）

関係がない

（％）

分からない

（％）

サラリーマ

ン
107（38.8） 101（36.6） 48（17.4） 20（7.2）

管理職 37（30.1） 61（49.6） 21（17.1） 4（3.3）
幹部 28（34.1） 35（42.7） 17（20.7） 2（2.4）
教職 22（35.5） 34（54.8） 5（8.1） 1（1.6）
技術者 36（44.4） 27（33.3） 14（17.3） 4（4.9）
自営業 42（30.7） 61（44.5） 20（14.6） 14（10.2）
その他 103（41.4） 89（35.7） 40（16.1） 17（6.8）
合計 375（37.1） 408（40.4） 165（16.3） 62（6.1）

出所）2009 年２月筆者作成 注：（この問題の未回答者１１人）

質問 5 の統計結果を見ると，人々は両者

の関係に対して比較的高い認識を持ってい

ると言える．しかし，表２４で示したよう

に，“関係がない”あるいは“分からない”と
答えた人は 2２，５％以上にも及んでいた． 
このことは年齢別で見た場合，３０歳以

下に顕著で，“関係がない”は２５．０％，“分
からない”は９．６％になり，３人に１人以

上が“関係がない”あるいは“分からない”と
答えている．これは，おそらく 30 歳以下の

回答者がその当時の情勢について，実際自

ら体験していないことによる結果ではない

かと思う．一方，“大いに関係がある”と “あ
る程度関係がある”の合計は，３１歳から４

０歳の層では７８．６％．４１歳以上の層

ではすべて８０％を超えている．５１歳～

６０歳の層では８７．０％の人が，関係性

を認識していることになる．また，６１歳

以上の層では５１．０％の人が“大いに関係

がある”と回答しており，自らの体験の有無

がアンケート結果に顕著に現れていると考

えられる．（表２５）．

また，性別（表 26），学歴（表 27）につ

いては，目立った差異は認められない．

表 28（職業別）から，“大いに関係がある”
と回答した人の比率は，１位技術者，２位

「その他」となっているが，“ある程度関係

がある”まで含めた関係性を認める回答者

の合計では教職の層が９０．３％と，圧倒

的に多くなる．次に管理職の７９．７％が

続くが，以下それぞれの層に大きな差は認

められない．
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＜台湾や香港，海外華僑における中国服飾文化に対する，天津の人々の捉え方＞

質問６：一時，中国女性の衣服を代表する現代旗袍（チャイナドレス）は中国大陸で姿を

消していた．しかし，香港や台湾，海外華僑の女性社会の中で，その種の衣服は依

然として衣生活の中で定着していて，女性に好んで愛用されてきた．あなたは，こ

れは現代旗袍が定着していた地域に普遍的に存在する「伝統文化を重んじ，個人の

社会的価値観を尊重する」考え方と関係があると思いますか？

質問６ 回答集計結果：

表 29  質問 6 の回答人数・率 

大いに関係が

ある（％）

ある程度関係が

ある（％）

関係がない

（％）

分からない

（％）

栄遷東里と航天北里 231（28.7） 418 （52.0） 105（13.1） 50（6.2）
銀河広場 57（27.0） 122（57.8） 23（10.9） 9（4.3）
合計人数 288（28.4） 540（53.2） 128（12.6） 59（5.8）

出所）2009 年２月筆者作成 注：（この問題の未回答者６人）

表 30  質問 6 の年齢別人数・率 

大いに関係があ

る（％）

ある程度関係があ

る（％）

関係がない

（％）

分からない

（％）

30 歳以下 70（24.9） 146（52.0） 50（17.8） 15（5.3）
31～40 歳 51（24.3） 124（59.0） 31（14.8） 4（1.9）
41～50 歳 66（33.0） 103（51.5） 16（8.0） 15（7.5）
51～60 歳 51（30.2） 92（54.4） 17（10.1） 9（5.3）
61 歳以上 47（31.8） 71（48.0） 14（9.5） 16（10.8）
合計人数 285（28.3） 536（53.2） 128（12.7） 59（5.9）

出所）2009 年２月筆者作成 注：（この問題の未回答者１３人）

表 31  質問 6 の性別人数・率 

大いに関係があ

る（％）

ある程度関係があ

る（％）

関係がない

（％）

分からない

（％）

男性 153（29.9） 257（50.3） 67（13.1） 34（6.7）
女性 128（25.8） 283（57.1） 61（12.3） 24（4.8）
合計 281（27.9） 540（53.6） 128（12.7） 58（5.8）

出所）2009 年２月筆者作成 注：（この問題の未回答者１４人）
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表 32  質問 6 の学歴別人数・率 

大いに関係があ

る（％）

ある程度関係があ

る（％）

関係がない

（％）

分からない

（％）

中学以下 75（29.2） 120（46.7） 33（12.8） 29（11.3）
高校 116（29.7） 208（53.2） 44（11.3） 23（5.9）
大学 86（25.7） 195（58.4） 46（13.8） 7（2.1）
大学院 11（34.4） 16（50.0） 5（15.6） 0（.0）
合計 288（28.4） 539（53.2） 128（12.6） 59（5.8）

出所）2009 年２月筆者作成 注：（この問題の未回答者７人）

表 33  質問 6 の職業別人数・率 

大いに関係があ

る（％）

ある程度関係があ

る（％）

関係がない

（％）

分からない

（％）

サラリーマン 74（26.9） 146（53.1） 35（12.7） 20（7.3）
管理職 37（30.1） 69（56.1） 11（8.9） 6（4.9）
幹部 26（32.1） 42（51.9） 12（14.8） 1（1.2）
教職 13（21.0） 45（72.6） 3（4.8） 1（1.6）
技術者 21（25.9） 42（51.9） 17（21.0） 1（1.2）
自営業 39（28.3） 71（51.4） 18（13.0） 10（7.2）
その他 75（30.1） 122（49.0） 32（12.9） 20（8.0）
合計 285（28.2） 537（53.2） 128（12.7） 59（5.8）

出所）2009 年２月筆者作成 注：（この問題の未回答者１２人）

質問 6 については，“大いに関係がある”
と回答した人が２８．４％と，３０％をき

る結果となった．しかし， “ある程度関係

がある”を選択した人は５０％を超え，結果

的に「関係がある」と認識している人が多

い，という結果になった（表 29）． 
年齢別（表 30）と性別（表 31）において

は，特に顕著な違いは認められなかった．

学歴別（表 32）の結果を見ると，中学以

下の回答者で“分からない”としている人が

１２．８％，また，“分からない”としてい

る人も１１．３％おり，合計２４．１％．

中学以下の学歴の人のほぼ４人に 1 人が，

関係性を認めていないという結果となった． 
職業別（表 33）では，教職の層が“大い

に関係がある”とした率が低いという結果

になったが，この層は７２．６％が“ある程

度関係がある”を選択しており，その合計は

９３．６％となり，きわめて高い数字にな

った．

＜改革開放後の衣生活の多様性と，社会思想の関わりに対する天津市民の捉え方＞

質問７：改革開放後の約２０年間，中国人の衣生活は猛スピードで多様化，ファッション

化，個性化へと向かって進んできた．あなたは，この局面の形成は社会思想，観念

が開放されたことと関係があると思いますか？
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質問７ 回答集計結果：

表 34  質問 7 の回答人数・率 

大いに関係が

ある（％）

ある程度関係が

ある（％）

関係がない

（％）

分からない

（％）

栄遷東里と航天北里 429（53.5） 315（39.3） 32（4.0） 26（3.2）
銀河広場 112（53.3） 81（38.6） 8（3.8） 9（4.3）
合計人数 541（53.5） 396（39.1） 40（4.0） 35（3.4）

出所）2009 年２月筆者作成 注：（この問題の未回答者９人）

表 35  質問 7 の年齢別人数・率 

大いに関係があ

る（％）

ある程度関係があ

る（％）

関係がない

（％）

分からない

（％）

30 歳以下 155（55.6） 102（36.6） 10（3.6） 12（4.3）
31～40 歳 91（43.3） 98（46.7） 14（6.7） 7（3.3）
41～50 歳 105（52.5） 77（38.5） 10（5.0） 8（4.0）
51～60 歳 96（57.1） 67（39.9） 1（0.6） 4（2.4）
61 歳以上 90（60.8） 49（33.1） 5（3.4） 4（2.7）
合計人数 537（53.4） 393（39.1） 40（4.0） 35（3.5）

出所）2009 年２月筆者作成 注：（この問題の未回答者１６人）

表 36  質問 7 の性別人数・率 

大いに関係があ

る（％）

ある程度関係があ

る（％）

関係がない

（％）

分からない

（％）

男性 287（56.2） 187（36.6） 23（4.5） 14（2.7）
女性 248（50.3） 207（42.0） 17（3.4） 21（4.3）
合計 535（53.3） 394（39.2） 40（4.0） 35（3.5）

出所）2009 年２月筆者作成 注：（この問題の未回答者１７人）

表 37  質問 7 の学歴別人数・率 

大いに関係があ

る（％）

ある程度関係があ

る（％）
関係がない（％） 

分からない

（％）

中学以下 129（50.8） 95（37.4） 19（7.5） 11（4.3）
高校 207（52.9） 154（39.4） 15（3.8） 15（3.8）
大学 181（54.2） 139（41.6） 6（1.8） 8（2.4）
大学院 24（75.0） 7（21.9） 0（.0） 1（3.1）
合計 541（53.5） 395（39.1） 40（4.0） 35（3.5）

出所）2009 年２月筆者作成 注：（この問題の未回答者１０人）
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表 38  質問 7 の職業別人数・率 

大いに関係があ

る（％）

ある程度関係があ

る（％）
関係がない（％） 

分からない

（％）

サラリーマン 127（46.2） 129（46.9） 9（3.3） 10（3.6）
管理職 60（48.8） 54（43.9） 6（4.9） 3（2.4）
幹部 45（54.9） 34（41.5） 1（1.2） 2（2.4）
教職 33（53.2） 27（43.5） 1（1.6） 1（1.6）
技術者 53（65.4） 25（30.9） 1（1.2） 2（2.5）
自営業 69（50.0） 53（38.4） 8（5.8） 8（5.8）
その他 150（61.0） 73（29.7） 14（5.7） 9（3.7）
合計 537（53.3） 395（39.2） 40（4.0） 35（3.5）

出所）2009 年２月筆者作成 注：（この問題の未回答者１４人）

質問 7 を見ると，改革開放以来の中国人

の衣生活の変化は，その時期の社会思想が

解放されたことと関係があると，多くの人

が認識していることが分かる．その回答率

は 92.6％に達した（表 34）． 
さらに，異なる年齢層や異なる性別にお

いても，それぞれはこのような高い率にな

っている．特に 51～60 歳の層では母集団１

６８名中，“関係がない”とした人はわずか

に１名，“分からない”とした人も４名にと

どまった．この傾向は 60 歳以上の層でも見

られ，その中で“大いに関係がある”と認識

している率はもっとも高くなっていて

（60.8％），比較的高い年齢層の人に，関係

性を強く認識している傾向がうかがえる．

（表 35，表 36） 
学歴においては，高学歴になるにつれて

このような認識が高くなる（表 3７）． 
さらに，どの職業の層においても，関係

性を認める認識が高い回答率を得ている．

この設問では，幹部・教職・技術者に関係

性を認める人が多かったが，特に技術者に

おいて，それを強く認識している傾向が見

られた．（表 38）． 

＜服飾市場における伝統衣服の増加に対する認識・理解＞

質問８：今日，中国服飾市場においては，多くの民族，または伝統の要素をもった衣服を

見ることができる．例えば，唐装，新デザインのチャイナドレス，馬褂，馬甲，腹

掛け，漢服など．あなたは，この種の現象は，現在社会で流行っている，「もう一度

伝統文化の精髄を見直し，伝統文化の精髄を受け継ぐ」といった各種の社会思潮と

関係があると思いますか？

質問８ 回答集計結果：

表 39  質問 8 の回答人数・率 

大いに関係が

ある（％）

ある程度関係が

ある（％）

関係がない

（％）

分からない

（％）

栄遷東里と航天北里 197（24.5） 461（57.3） 102（12.7） 44（3.5）
銀河広場 53（25.5） 124（59.6） 21（10.1） 10（4.8）
合計人数 250（24.7） 585（57.8） 123（12.2） 54（5.3）

出所）2009 年２月筆者作成 注：（この問題の未回答者９人）
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表 40  質問 8 の年齢別人数・率 

大いに関係があ

る（％）

ある程度関係があ

る（％）

関係がない

（％）

分からない

（％）

30 歳以下 65（23.3） 153（54.8） 44（15.8） 17（6.1）
31～40 歳 47（22.4） 129（61.4） 24（11.4） 10（4.8）
41～50 歳 53（26.5） 111（55.5） 26（13.0） 10（5.0）
51～60 歳 40（23.8） 106（63.1） 13（7.7） 9（5.4）
61 歳以上 44（29.7） 82（55.4） 15（10.1） 7（4.7）
合計人数 249（24.8） 581（57.8） 122（12.1） 53（5.3）

出所）2009 年２月筆者作成   注：（この問題の未回答者１６人）

表 41  質問 8 の性別人数・率 

大いに関係があ

る（％）

ある程度関係があ

る（％）

関係がない

（％）

分からない

（％）

男性 122（23.9） 286（56.0） 80（15.7） 23（4.5） 
女性 126（25.6） 296（60.0） 41（8.3） 30（6.1） 
合計 248（24.7） 582（58.0） 121（12.1） 53（5.3） 

出所）2009 年２月筆者作成 注：（この問題の未回答者１７人）

表 42  質問 8 の学歴別人数・率 

大いに関係がある

（％）

ある程度関係があ

る（％）

関係がない

（％）

分からない

（％）

中学以下 80（31.4） 124（48.6） 31（12.2） 20（7.8）
高校 93（23.8） 226（57.9） 51（13.1） 20（5.1）
大学 66（19.8） 215（64.4） 39（11.7） 14（4.2）
大学院 11（34.4） 19（59.4） 2（6.3） 0（.0）
合計 250（24.7） 584（57.8） 123（12.2） 54（5.3）

出所）2009 年２月筆者作成 注：（この問題の未回答者１０人）
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表 43  質問 8 の職業別人数・率 

大いに関係がある

（％）

ある程度関係があ

る（％）

関係がない

（％）

分からない

（％）

サラリーマン 73（26.6） 146（53.3） 40（14.6） 15（5.5）
管理職 30（24.6） 73（59.8） 15（12.3） 4（3.3）
幹部 14（17.1） 59（72.0） 6（7.3） 3（3.7）
教職 15（24.2） 43（69.4） 4（6.5） 0（.0）
技術者 17（21.3） 48（60.0） 12（15.0） 3（3.8）
自営業 39（28.3） 68（49.3） 19（13.8） 12（8.7）
その他 59（23.8） 145（58.5） 27（10.9） 17（6.9）
合計 247（24.6） 582（57.9） 123（12.2） 54（5.4）

出所）2009 年２月筆者作成 注：（この問題の未回答者１５人）

質問 8 については，“ある程度関係があ

る”とした人が多く，“大いに関係がある”
と強く肯定する人は全体の 24.7％と４人中

１名にとどまった．ただし“ある程度関係が

ある”を合わせると 82.5％となり，５人中４

人以上が関係性を認める認識を示した．（表

40） 
各年齢層において，年代別の差は顕著に

は認められない．

さらに，学歴別の統計結果を見ると，異

なる学歴を持っていても，それぞれ“ある程

度関係がある”を認識している人は比較的

に割合が高いことが分かる．その中で，大

学院生の層は “関係がない”としたのは３

２名中わずかに２名．また，“大いに関係が

ある”とした人の率も３４．４％と，比較的

強く関係性を認識していることがうかがえ

る．（表 42） 
職業別の統計結果では，顕著な差は見ら

れないが，ここでも教職関係者が設問の関

係性を強く認識している傾向がうかがえる．

（表 43）． 

＜現在，人生儀礼用の衣服に対する認識・理解＞

質問９：この１００年あまりの間，程度の違いはあるものの，中国庶民は冠婚葬祭などの

活動を，伝統儀礼の規範に従って行うという現象が存在し，今日に至っている．（例

えば，お葬式を行う時，死者に“寿衣”を着せる．また，家族は白い麻の服と，喪章を

つけなければならないなど．） これらの現象は，伝統文化が中国社会にもたらした

影響と関係があると思いますか？
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質問９ 回答集計結果：

表 44  質問 9 の回答人数・率 

大いに関係が

ある（％）

ある程度関係が

ある（％）

関係がない

（％）

分からない

（％）

栄遷東里と航天北里 402（49.9） 320（39.8） 61（7.6） 22（2.7）
銀河広場 86（41.0） 94（44.8） 19（9.0） 11（5.2）
合計人数 488（48.1） 414（40.8） 80（7.9） 33（3.2）

出所）2009 年２月筆者作成 注：（この問題の未回答者６人）

表 45  質問 9 の年齢別人数・率 

大いに関係があ

る（％）

ある程度関係があ

る（％）

関係がない

（％）

分からない

（％）

30 歳以下 130（46.4） 111（39.6） 26（9.3） 13（4.6）
31～40 歳 100（47.6） 93（44.3） 11（5.2） 6（2.9）
41～50 歳 88（43.8） 86（42.8） 19（9.5） 8（4.0）
51～60 歳 82（48.5） 76（45.0） 10（5.9） 1（.6）
61 歳以上 86（58.1） 44（29.7） 13（8.8） 5（3.4）
合計人数 486（48.2） 410（40.7） 79（7.8） 33（3.3）

出所）2009 年２月筆者作成 注：（この問題の未回答者１３人）

表 46 質問 9 の性別人数・率 

大いに関係がある

（％）

ある程度関係があ

る（％）

関係がない

（％）

分からない

（％）

男性 263（51.3） 188（36.6） 45（8.8） 17（3.3）
女性 221（44.7） 223（45.1） 34（6.9） 16（3.2）
合計 484（48.1） 411（40.8） 79（7.8） 33（3.3）

出所）2009 年２月筆者作成 注：（この問題の未回答者１４人）

表 47  質問 9 の学歴別人数・率 

大いに関係があ

る（％）

ある程度関係があ

る（％）
関係がない（％） 

分からない

（％）

中学以下 127（49.6） 100（39.1） 17（6.6） 12（4.7）
高校 178（45.4） 159（40.6） 39（9.9） 16（4.1）
大学 166（49.7） 140（41.9） 23（6.9） 5（1.5）
大学院 17（53.1） 14（43.8） 1（3.1） 0（0.0）
合計 488（48.1） 413（40.7） 80（7.9） 33（3.3）

出所）2009 年２月筆者作成 注：（この問題の未回答者７人）
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表 48  質問 9 の職業別人数・率 

大いに関係があ

る（％）

ある程度関係があ

る（％）

関係がない

（％）

分からない

（％）

サラリーマン 142（51.4） 99（35.9） 27（9.8） 8（2.9）
管理職 55（44.7） 54（43.9） 13（10.6） 1（.8）
幹部 43（52.4） 34（41.5） 4（4.9） 1（1.2）
教職 20（32.3） 36（58.1） 3（4.8） 3（4.8）
技術者 41（51.3） 32（40.0） 5（6.3） 2（2.5）
自営業 56（40.6） 60（43.5） 14（10.1） 8（5.8）
その他 130（52.4） 94（37.9） 14（5.6） 10（4.0）
合計 487（48.3） 409（40.5） 80（7.9） 33（3.3）

出所）2009 年２月筆者作成 注：（この問題の未回答者１２人

質問 9 の問題は，伝統儀礼（主に中国特

有の伝統的な衣生活現象）は，伝統文化が

中国社会にもたらした影響によるものであ

ると認識しているかを問う内容である．論

理的にやや難しいが， “大いに関係がある”
と“ある程度関係がある”を合わせて 88.9％
と，やはり高い回答率が得られた．（表 44） 
また年齢別では，60 歳以上の層で６０％

近い人が，“大いに関係がある”と明確に認

識していた．さらに，どの年齢層において

も， “大いに関係がある”の回答率が“ある

程度関係がある”の率を上回っており，人々

がより強くこの関係性を認識している様子

がうかがえた（表 45）． 
性別では，男性がより明確にこの認識を

持っている傾向にあるが，“ある程度関係が

ある”を含めた場合は，わずかであるが女性

の率が男性を上回る．（表 46） 
また，学歴を問わず，多くの割合の人が

“大いに関係がある”の認識を示した．また，

大学院の層では，３２名中１名のみが“関係

がない”としたのにとどまった．（表 47）． 
職業別については，教職の層で“大いに関

係がある”とする人が目立って少ない傾向

にある（３２．３％）．しかし，“ある程度

関係がある”という認識は 58.1％に達して

おり，緩やかではあるものの関係性を認め

る率は他の職業層と比較して高い部類に入

る．（表 48）． 

＜衣服を選ぶ人々の態度＞

質問１０：あなたは衣服を選ぶときに，一般に自分の好みを基準として選んでいますか？ 

それとも第三者の好みを基準として選んでいますか？

質問１０ 回答集計結果：

表 49  質問 10 の回答人数・率 

自分の好み（％） 他人の好み（％） 分からない（％）

栄遷東里と航天北里 728（90.5） 46（5.7） 30（3.7）
銀河広場 195（93.3） 6（2.9） 8（3.8）
合計人数 923（91.1） 52（5.1） 38（3.8）

出所）2009 年２月筆者作成 注：（この問題の未回答者８人）
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表 50  質問 10 の年齢別人数・率 

自分の好み（%） 他人の好み（%） 分からない（％）

30 歳以下 248（88.6） 17（6.1） 15（5.4） 
31～40 歳 191（91.0） 12（5.7） 7（3.3） 
41～50 歳 185（92.5） 9（4.5） 6（3.0） 
51～60 歳 160（94.7） 2（1.2） 7（4.1） 
61 歳以上 134（90.5） 11（7.4） 3（2.0） 
合計人数 918（91.2） 51（5.1） 38（3.8） 

出所）2009 年２月筆者作成 注：（この問題の未回答者１４人）

表 51  質問 10 の性別人数・率 

自分の好み（%） 他人の好み（%） 分からない（％）

男性 462（90.6） 28（5.5） 20（3.9） 
女性 454（91.7） 23（4.6） 18（3.6） 
合計 916（91.1） 51（5.1） 38（3.8） 

出所）2009 年２月筆者作成 注：（この問題の未回答者１６人）

表 52  質問 10 の学歴別人数・率 

自分好み（%） 他人好み（%） 分からない（％）

中学以下 231（90.6） 15（5.9） 9（3.5） 
高校 352（90.0） 24（6.1） 15（3.8） 
大学 310（92.8） 12（3.6） 12（3.6） 
大学院 29（90.6） 1（3.1） 2（6.3） 

合計 922（91.1） 52（5.1） 38（3.8） 

出所）2009 年２月筆者作成 注：（この問題の未回答者９人）

表 53  質問 10 の職業別人数・率 

自分好み（%） 他人好み（%） 分からない（％）

サラリーマン 245（89.1） 19（6.9） 11（4.0） 
管理職 114（93.4） 4（3.3） 4（3.3） 
幹部 75（91.5） 4（4.9） 3（3.7） 
教職 56（91.8） 4（6.6） 1（1.6） 
技術者 77（95.1） 2（2.5） 2（2.5） 
自営業 121（87.7） 8（5.8） 9（6.5） 
その他 231（93.1） 10（4.0） 7（2.8） 
合計 919（91.3） 51（5.1） 37（3.7） 

出所）2009 年２月筆者作成 注：（この問題の未回答者１４人）
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質問 10 は，主に，天津市民の衣服を選択

する基準について問う内容である．このア

ンケートの結果から，多数の市民は，衣服

を選択する際に“他人の好み”を基準として

ないことがうかがえる（表 49）． 
さらに，年齢，性別，学歴や職業などの

要素にほとんど関係なく，同じような結果

が得られた．（表 50－表 53） 
この結果から，今日の中国の都市市民は，

衣服を選択する際に，主に自分の意思で決

めているということが言える．この結果は

当然のように思われるかもしれないが，中

国においては，１９８０年頃まで，ほとん

どの人が人民服を着用していたのであり，

また，質問４で見たように，当時の人々の

服装が社会情勢，思想に大きく影響され規

制されていたと，多くの人が認識している

のである．

 この質問１０の集計結果は，私たち日本

人にも共感できるものである．政治は共産

主義，経済は自由主義といわれる中国にお

いて，人々が服装を選択する場面において，

現代の私たちの感覚に近い意識で選択して

いることがうかがえるのである．

質問１１：あなたは，衣服を選ぶときに，主に国内のブランドに注目しているか，それと

も外国ブランドに注目しているか？

質問１１ 回答集計結果：

表 54  質問 11 の回答人数・率 

国内ブランド(%) 国外ブランド(%) どちらでもいい(%) 
栄遷東里と航天北里 355（44.2） 69（8.6） 379（47.2）

銀河広場 74（35.4） 20（9.6） 115（55.0）
合計人数 429（42.4） 89（8.8） 494（48.8）

出所）2009 年２月筆者作成 注：（この問題の未回答者９人）

表 55  質問 11 の年齢別人数・率 

国内ブランド（%） 国外ブランド（%） どちらでもいい（%） 
30 歳以下 81（28.9） 44（15.7） 155（55.4） 
31～40 歳 76（36.2） 17（8.1） 117（55.7） 
41～50 歳 108（54.3） 13（6.5） 78（39.2） 
51～60 歳 83（49.1） 11（6.5） 75（44.4） 
61 歳以上 76（51.7） 3（2.0） 68（46.3） 
合計人数 424（42.2） 88（8.8） 493（49.1） 

出所）2009 年２月筆者作成 注：（この問題の未回答者１６人）

表 56  質問 11 の性別人数・率 

国内ブランド（%） 国外ブランド（%） どちらでもいい（%） 
男性 203（39.9） 63（12.4） 243（47.7） 
女性 220（44.4） 26（5.3） 249（50.3） 
合計 423（42.1） 89（8.9） 492（49.0） 

出所）2009 年２月筆者作成 注：（この問題の未回答者１７人）

30



ICCS Journal of Modern Chinese Studies Vol.2 (1) 2010 

表 57  質問 11 の学歴別人数・率 

国内ブランド（%） 国外ブランド（%） どちらでもいい（%） 
中学以下 118（46.3） 15（5.9） 122（47.8）
高校 179（45.8） 37（9.5） 175（44.8）
大学 123（36.9） 34（10.2） 176（52.9）
大学院 8（25.0） 3（9.4） 21（65.6）
合計 428（42.3） 89（8.8） 494（48.9）

出所）2009 年２月筆者作成 注：（この問題の未回答者１０人）

表 58  質問 11 の職業別人数・率 

国内ブランド（%） 国外ブランド（%）
どちらでもいい

（%） 
サラリーマン 126（46.0） 18（6.6） 130（47.4） 

管理職 52（42.6） 20（16.4） 50（41.0） 
幹部 36（43.9） 7（8.5） 39（47.6） 
教職 24（38.7） 5（8.1） 33（53.2） 
技術者 36（44.4） 8（9.9） 37（45.7） 
自営業 55（39.9） 12（8.7） 71（51.4） 
その他 95（38.5） 19（7.7） 133（53.8） 
合計 424（42.1） 89（8.8） 493（49.0） 

出所）2009 年２月筆者作成 注：（この問題の未回答者１５人

最後のこの質問は，主に天津市民の衣生

活における“ブランド意識”に関する内容で

ある．今回の調査で得た数字データは非常

に興味深いものとなった．

今回のアンケートでは，ある明確な傾向

が現れた（表 54－表 58）．それは，多くの

人々が衣服を選択する際に“国外ブランド”
ではなく，より“国内ブランド”を重要視し

ているということである．これまでメディ

アでは，“中国人は国外ブランドを好んでい

る”という報道がされることが多かった．中

には，国外ブランドを支持する者が 30％を

超えるといった統計などを挙げるものあっ

た．また，今回のこの質問については“どち

らでもいい”の率がトータルで 48．8%にの

ぼっており，国内ブランド・国外ブランド

にこだわらない傾向も顕著に見て取れた．

（表 54） 

年齢別（表 55）では 30 歳以下の層で，

国内ブランド 28.9％，国外ブランド 15.7％
となったが，４１歳以上の３つの年齢層で

は国内ブランドを優先する人の率が５０％

前後になっている．年齢が高い層に国内ブ

ランドを支持する傾向が強く，６１歳以上

の層では，国外ブランドを優先する人はわ

ずか３人にとどまった．しかし，この年齢

層においても“どちらでもいい”とする人の

率が 46.3％あり，高い年齢層の人であって

も，色やデザイン，また価格等の要素で問

題がなければ，国外ブランド製品を購入・

着用する可能性があることを示した．

性別では，女性より男性の方が，わずか

であるが外国ブランドを好む傾向が見られ

た．改革開放以来，服装の制限が緩やかに

なり，１９８０年以降少しずつ鮮やかな色

彩，デザインの服装が増えていったが，そ
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れはまず女性の服装に表れ，男性について

は人民服を着る人は急速に減少したものの，

相変わらず素朴な色彩，デザインの服を身

につけている傾向がしばらく続いていた．

改革開放から３０年になろうとする今日に

おいても，ファッションの分野では相変わ

らず女性が先行しているという印象が強か

ったので，このような結果はやや意外であ

った．

学歴別では中学，高校の層に国内ブラン

ドを優先する傾向が見られるが，大学，大

学院生で国内ブランドが少なかった分は，

数字的にはそのまま“どちらでもいい”にま

わっていて，国外ブランドへの傾斜という

よりも，あまりブランドへの執着がないと

いう印象を受ける．

職業別では，際立った特色は見られない．

しいて言えば，管理職の人に“国外ブラン

ド”を好む傾向が，他の職業層より多く見ら

れることがあげられる．職業別では，どの

職業層においても“どちらでもいい”と答え

た人が４０％を超えており，職業などにも

こだわりなく，国内・国外のブランドをあ

まり意識しないという層が多く見られた．

ただし，大雑把に見て１０人中５人が“ど
ちらでもいい”としているが，残りの４人は

“国内ブランド”を選択し，わずか１人だけ

が“国外ブランド”を選択するという比率は，

私たち日本人の感覚とはずいぶん違うので

はないだろうか．

日本においては，若い女性を含めて，ル

イ・ヴィトンやシャネル，グッチといった

外国ブランドを日常生活で使用するという

傾向は見られる．また，そのブランドが国

内か国外かにこだわらない層が多いことが

予想され，それ以上の人が国内ブランドを

重視するということはあまり考えられない．

日本のデザイン，技術などは，決して国外

のものと比較して劣るものでないであろう

のに，日本においては，中国のような国内

ブランドへのこだわりが感じられないので

ある．

このように中国の多くの人が“国内ブラ

ンド”にこだわりを持つ背景には，中国にお

ける１９９０年頃からの愛国主義教育，２

００１年以降の唐装の流行（筆者は，主に

唐装の流行とその要因について考察した論

文“唐装盛行的特点及歴史因素”を『民族服

飾与文化遺産研究・中国民族学会 2004 年年

会論文集』に発表した），また紐釦や立て

襟・伝統模様を現代衣服に取り入れるとい

った形での中華民族意識の高揚が挙げられ

るのではないか．改革開放以来の人々の意

識と服装の変化については，別の機会にさ

らに詳細な考察を試みたいと思う．

Ⅲ データの総合的分析

１ 質問１～９の集計結果についての分

析

２０世紀以後の衣服文化と社会思想との

関わりについて，天津市民はいったいどの

ように認識，理解しているのか．この問題

に直接関連する内容は質問１から質問９で

ある．下記の表５９にあるように，人数比

率総集計表から，明確にその傾向が見て取

れる．このアンケートでは，２０世紀のい

くつかの時期において，その時々の社会思

想と人々の衣生活について，関係の有無を

聞いているのであるが，その結果は，総平

均比率において，“大いに関係がある”と“あ
る程度関係がある”を選択した人の合計は

８５．１％に達している．このことは，天

津市民が「２０世紀における中国人の衣生

活と社会思想との間に関係がある」と考え

ていることについて，その認識・理解が非

常に一般的であることを証明している．し

かし，これ以外に，集計データから更に深

く考えさせられる問題も現われている．こ

れらの問題について，さらにほかの現地調

査から得た情報を加えて，総合的に分析し

て，問題の解明につなげたい．
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表 59 人数比率総集計表（％） 
大いに関係がある ある程度関係がある 関係がない 分からない

質問 1 41.5 49.7 4.3 4.4
質問 2 31.3 48.4 10.9 9.4
質問 3 37.1 49.2 7.5 6.2
質問 4 45.8 39.8 7.9 6.5
質問 5 37.1 40.4 16.3 6.2
質問 6 28.4 53.2 12.6 5.8
質問 7 53.5 39.1 4.0 3.4
質問 8 24.7 57.8 12.2 5.3
質問 9 48.1 40.8 7.9 3.2
総平均 38.6 46.5 9.3 5.6

出所）2009 年２月筆者作成 
表 60 質問 1－質問 9 までの最高・最低の人数比率集計表 

大いに関係があ

る（％）

ある程度関係

がある（％）

関係がない

（％）

分からない

（％）

比率最高 質問 7（53.5） 質問 8（57.8） 質問 5（16.3） 質問 2（9.4）
比率最低 質問 8（24.7） 質問 7（39.1） 質問 7（4.0） 質問 9（3.2）
出所）2009 年２月筆者作成 

まず質問１から質問９までの人数比率総

集計表（表 59）の中にある四つの答案項目

に対して，それぞれの問題の最高と最低の

人数比率集計の結果を出して，表 60 のよう

に示した．表５９と表６０を比較して，以

下のいくつかの点に注意しなければならな

いと考える． 

問題点Ａ：質問７の比率集計結果について，

“大いに関係がある”と“ある程度関

係がある”の合計比率は質問１～質

問９までで最高の比率になっている．

また，“関係がない”の比率は最下位

となっている．

表 60 を見て分かるように，“大い

に関係がある”を選択した人が最も

多かったのは質問７である．さらに

表５９の質問７の“ある程度関係が

ある”とする集計結果と合計すると，

その人数比率も９２．６％に達し，

やはり９つの質問の中でトップにな

っている．一方，“関係がない”を選

択した人は 9 つの問題の中で最下位

になっている．それはなぜなのか．

質問７の内容は，主に改革開放後の２０

年あまりにおける人々の衣服の発展と社会

思想との関係に対する認識・理解を問う内

容である．関係があったことを肯定的に捉

えたことのキーポイントとして，内容が「改

革開放」期に関ることであったことが挙げ

られる．つまり，調査対象者にとって時間

的には最も近く，短期間のうちに変化が起

こったために，彼らが明確に「関係あり」

と選択したと考えられる．この時期の衣服

の移り変わりについては，アンケート対象

者が自ら体験してきたことであり，彼らか

らしてみれば，思想の開放がなければ，中

国人の衣服に＜多様化，ファッション化，

個性化＞といった流行は現れ得なかったと

いうことがはっきりしているのである．こ

のような見方は，実は多くの調査対象者が
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感じ取っていた．また筆者は中国人と交流

している中で，多くの人が次のような考え

を述べたのを耳にした．例えば，華菱制衣

有限会社理事長兼総支配人何会民氏は次の

ようなことを話した．「文化大革命中は家で

花を栽培することすら禁止された．修正主

義の思想だと言われるからだ．衣服の場合

は美意識を求めるため，なおさらであった．

改革開放後，ひっくり返るような変化が起

きた．食問題を解決されたことで，人々は

ようやく美意識を求めるようになった．個

性を求めても，最も先駆的なファッション

を求めても，取締りはもうなくなった」．

もし改革開放の二十年あまりの間で，依

然として文革時期の社会思想の抑制が残っ

ていれば，中国人の衣服にこのような変化

はなかったであろう．この点については数

多くの人が身にしみるほど感じていた．改

革開放に至るまで，文化大革命を含め新中

国は，左派と右派の権力闘争，政策の転換

を繰り返した．文革が終わり，改革開放が

唱えられても，人々はすぐには「改革開放」

が不可逆的に進展するとは信じられず，社

会の動向を警戒している様子があった．し

かし，いったん開かれた堰はふさぐことは

不可能であり，人々の活動は衣生活も含め

て改革開放の流れに沿って発展した．質問

７の人数比率集計結果は，この社会の現実

を，調査対象者の多くが体験してきたもの

として，如実に反映しているということが

言えるのではないだろうか．そして，思想

の解放が衣服の開放に結びつくかどうかに

ついて，市民がこのような明確な結果を下

したことの背景に，人々が改革開放後の思

想の開放路線を歓迎し肯定して受け止めて

いることも反映していると考えられる．

問題点Ｂ：質問５について，“関係がない”
の人数比率は最高位．“大いに関

係がある” と“ある程度関係があ

る”の合計人数比率は最下位であ

る．

人数比率総集計の結果の中で，

“関係がない”を選択した人数が

もっとも高いのは，表 60 で示し

たとおり質問５であった．“関係

がない”とした人の比率は全体の

１６．３％を占めた．“関係がな

い”とした人が最も少ない質問７

に比べて１２．３％も多く，４倍

にも及んでいる．また，表５９で

示した“大いに関係がある”と“あ
る程度関係がある”の合計人数比

率についても，やはり，他の８つ

の質問項目のそれぞれの合計と

比べても一番低い７７．５％とな

っている．最高位の質問７とくら

べて，１５．１％の差が生じてい

る．これはいったいなぜなのか？

問題５の内容は，文化大革命のころに，

多くの伝統衣服と洋服が中国（大陸）にお

いてほぼ消失したことに，人々が自ら革命

の立場を表したい，或は，批判の的から自

分の身の安全を守りたいという思いと，関

係があるかどうかについての問題である．

上記のような答案結果が得られたのは，お

そらくこれらの調査対象者の，それぞれの

人生経験と大いに関係があると思う．

表２５で示したように，“関係がない”を
選択した人の中で，４０歳以下は全部で１

０５人，全体の約６４％を占め，同年齢層

総人数４９０人の２１．４％になる．一方，

同じ“関係がない”を選択した４１歳以上の

人は全部で６０人であり，この年齢層総人

数５１９人の１１．６％となっている．前

述の４０歳以下の比率より９．８％少ない．

文化大革命が終結して３０年余りが過ぎた

今日，４０歳以下の人については，新中国

建設（１９４９年）から改革開放（１９７

９年）までの３０年間の衣服と社会思想に

関わるさまざまな事柄について，自分の経

験としてはほとんど無いに等しいというこ

とが考えられる．とすれば，彼らがこの質
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問にどのように回答するかは，彼ら自身の

文化大革命以前の服飾史や社会思想史につ

いての学習程度によって決まるということ

になるであろう．

これと関連して質問４と質問６のいずれ

もがこの時期にかかわる質問である．表 20，
表 30 を見て分かるように，“関係がない”
の回答を選択した人の中で４０歳以下の比

率は，明らかに４１歳以上の人の比率より

多い．例えば，質問４の場合では，４０歳

以下で“関係がない”の回答を選択した人数

は５３人で，同年齢層総人数４８８人の１

０．９％を占める，だが，４１歳以上の場

合では，同じ答えをしたのは２７人，同年

齢層総人数５１９人の５．２％である．し

たがって，これらの現象はやはり人生経歴

の影響が大きいといえよう．

ただし，インタビューなどの調査の中で

筆者は，改革開放前の３０年間における左

翼的なイデオロギーが中国社会に与えた危

害について，人々の認識・理解が広く共通

のものとしてあるということをしばしば感

じさせられた．しかしながら，一方で，こ

の種の左翼的なイデオロギーを成長させた

その根底となる部分について，つまり人々

が左翼的なイデオロギーを擁護した社会思

想の部分については，前者と比べて，反省

が欠けていたということが今回の調査で明

らかになった．文化大革命期の衣服の表れ

について言えば，多くの人々が，衣生活に

現れた現象は自分たち自身の意識とも関係

があると認識している．しかし，一部の人

たちは，当時中国全体が老三色（グレー，

紺，緑）と老三装（人民服，軍便服，学生

服）の衣服に覆い尽くされたのは，まさに

左翼的なイデオロギーおよびその思想の結

果であり，一般人である自分たちの意識と

は関係がないと感じている．実際，インタ

ビュー調査の中で，筆者はこのような問題

を投げ返す人に遭遇した．彼は「私が背広

を着用したくても，彼らは着用を許してく

れただろうか」と質問を返してきた．要す

るに，当時においては衣服を選ぶのは本人

の意志とまったく関係がないことであった

ということである．しかし，これはまさに

一種の自己防衛（自己保護）の意識であり，

ただ，話す側が，これも「批判の対象にな

ることを恐れる」という一種の意識の反映

であることに気付いていないだけなのかも

しれない．質問５で，“関係がない”を選択

した人数が他の問題よりも多い結果になっ

た，その原因はおそらくこのような要因が

あったことが考えられるのである．

問題点Ｃ：質問４，５，６はいずれも改革

開放前の三十年間に関わる内容

である．この時期は，右派と左派

の対立から文化大革命へと，政治，

社会思想が人民の生活に直接介

入し影響を与えていたと考えら

れる時期であった．しかし，表５

９のアンケート集計結果を見る

と，この三つの質問に対して「関

係がない」を選択した人数の比率

は平均すると１２．３％にも達し

ていた．この数字は確かにそれほ

ど高くはないが，他の質問の回答

と比較したとき，明らかに関係に

ついて否定的な印象を持つ人が

多く存在していることを示して

おり，深く検討する必要があると

思う．

さらに精細に集計表を見ると，

質問１と質問７の結果が大変相

似していることに気づく．問題１

は民国時期に関する衣服の問題

で，その時期の衣服に現れていた

伝統要素や西洋要素が，当時社会

思想が大変活発だったことと関

係があるかどうかという質問で

あるが，データ結果では，「関係

がない」と選択した人は非常に少

なく，僅か４．３％である．新中

国建国から改革開放までの３０
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年に関る質問４，５，６で，服装

の変化と社会思想とのかかわり

について「関係がない」と認識す

る比率が上昇する一方，それをは

さむ民国時代（質問１）と改革開

放期（質問７）において「関係が

ない」と答える人の比率が減少す

るのは何故か．この問題について，

筆者は以下のいくつかの情況と

関わりがあるのではないかと考

える．

１）社会思想の意味に対して，誤解すると

ころがある．

今回の調査を通して，ある一部の中国人

は「社会思想と政治はまったく異なる領域

のものだ」という見方を浮き彫りにした．

 文化大革命を体験したある一人の天津市

民は，質問４（改革開放前の新中国の衣生

活[老三色，老三装]の様相と社会思想との

関わり）に対して「関係がない」を選択し

た．その人は，回答用紙の右上の片隅に一

文を残した．その内容は「すべての服装は

みな当時の政治のために奉仕した．文化大

革命の頃に，緑の軍服を着用しないと，そ

れで済むと思うの？もし今のように好き勝

手に服を着ていたら，それはあなたが自分

をつるし上げたいとしか思えないね．王光

美氏に“ピンポンネックレス”を付けたのも

全部政治から……」11というものであった．

この対象者が書き記した内容から考えると，

おそらく彼の回答は「大いに関係がある」

となるはずである．しかし，彼はわざわざ

否定の回答である「関係がない」を選択し

たのである．それはどういうわけなのか．

おそらく彼は，質問の中の「社会主導思想」

と，当時の権威的イデオロギー，さらには

権威によって推進された政治路線を区別し

たものと思われる．あるいは「社会主導思

想」を民間思想（民間の観念），或は「草の

根の意識」と理解していたのかもしれない． 

２）衣服における美意識への認識・理解に

は差がある．

 インタビュー調査の中で，ある人は筆者

に次のように言ってきた．それは「服飾の

美しさを求めるということは，本当は社会

思想とはまったく関係がないです．人が身

なりを綺麗にできるかできないかは，お金

によって決まるもの．お金の影響はきわめ

て重要です．改革開放の前に，身なりを美

しくできなかったのは貧しかったから，美

しくする経済的条件がなかったからです」

という内容であった．この話をしたのは一

人の女学生である．彼女がこのように話し

たのはそれなりの根拠がある．なぜならば，

確かに，人はまず先に“生きる（衣食が満ち

足りる）”という基本的な生存問題を解決し

てから，始めてその次の段階に属する“美意

識”を求めるはずである．しかし，彼女はお

そらく“美しく，綺麗にする”ことを求める

ことが許されない社会思想の下では，たと

え経済的条件があったにしても，やはり身

なりを“美しく，綺麗に”することはできな

い，ということへの理解が欠けているので

ある（上述した王光美氏のことは実に簡単

な実例である）．アンケート調査の中におい

ても，この大学生と同じような考え方を持

って（社会思想と衣生活とのかかわりにつ

いて，「関係が無い」と答えて）いる人がい

るということは，想定されることである．

中国は共産党一党独裁の国であり，また，

当時は，社会全体が党の政策の下に強くコ

ントロールされていた時代である．その指

導は政治や経済だけでなく，人々の生活全

般に及んでいた．第二次世界大戦中の日本

において，たとえば「贅沢は敵だ」という

スローガンの下，国民が日常生活のあらゆ

る面が政治（戦争遂行）のために制限され

ていた．これに照らして考えれば，改革解

放前の中国も主導者の性質は違うものの，

すべてにおいて集団の基準で人間を判断し

ていたといえよう．衣生活において個人の

自由意思で美意識を追及するということは
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到底認められることではなかった．当時，

毛沢東の言葉として「中華児女多奇志，不

愛紅装愛武装」と表現されたように，その

時代の特別な美意識とか「美しさ」の追求

も見受けられた．しかし，“美しさ”の多様

性が許されるかどうかは疑問視される．逆

に「美しさ」の多様性を認めなかったかつ

ての左翼イデオロギーは社会に貧困をもた

らした．多様な“美”への追求が許されるの

は，個人を尊重することであり，個人利益

を尊重することにつながっている．これが

社会思想の文明開化，現代化である．この

ような文明進歩あるいは現代的な社会思想

の環境の下でない限り，社会経済が発展す

ることは難しい．

３）“愛国”と“懐旧”などの社会心理と情感

が存在している．

愛国心はいつの時代にも，どの国におい

ても，多くの人が持っている心理である．

今日，日本においてもナショナリズム（愛

国心，国粋主義）とパトリオティズム（愛

国心，郷土愛）が対比され議論されたりも

しているが，その際も「日本（民族，郷土）

を愛する」ということが議論の前提になっ

ている．また，アメリカにおける９．１１

同時多発テロの後のアフガニスタン空爆も，

愛国心に後押しされてのものであった．ま

た近くは，２００８年北京オリンピック開

会式で繰り広げられた（張芸謀演出の）ア

トラクションは，「中国」の愛国心を描いた

壮大な絵巻であった．どの時代においても，

その議論の話題が絶えないが，その「国を

愛する」心理があまりにも強すぎると人々

に一種のファナティックな情感を起こさせ

る．

中国人においても，愛国心は一般に存在

している一種の素朴な心理である．確かに

これは尊重する価値がある．今回の調査を

通して筆者は，一部の回答者に，この種の

心理があまりにも偏っていて，そして，政

治的警戒心があまりにも強い人がいること

を感じた．

筆者は聞き取り調査の中で，１９４９年

以降の中国服装のデザインや色合い，紋様

などが単調で膠着した状況であったことを

指摘し，またそれを国家や社会思想と関係

付けることがあった．そのような時，一部

の調査対象者はすぐに硬い表情した．彼ら

にして見れば，まるで国家や社会主義のイ

メージが損なわれるかのような気がしたの

であろう．

アンケート調査においても，質問項目に

台湾や香港，海外華僑の世界における“個人

を尊重する”や“個性を尊重する”，“伝統文

化を尊重する”といった傾向に触れている．

加えて，筆者が外国籍であることを知った

途端に，一部の対象者はすぐに警戒を始め，

あるアンケート回答者は筆者に「あなたた

ちは偏見を持ってはいけない．実は，１９

４９年解放以後の私たちの服装もとても綺

麗だ．あなたたちが想像しているようなも

のではない．文化大革命の時，人々は軍服

を好んで着ていたが，それは軍服そのもの

が本当に綺麗だったからだ．みんなこのよ

うに考えていて，特に何かわけがあるわけ

ではない．」と言った．このように話をして

きた人は，ただ単に文化大革命時期の軍服

そのものの美しさを擁護しているだけでは

ないのであって，それは明らかに国を愛す

る心の現われでもあるはずである．彼のよ

うな人たちは当然，質問４，質問５，質問

６の，主に文化大革命頃の衣服と社会思想

との関わりについての質問に対して，おそ

らく「関係がない」を選択したことが考え

られるのである．

そのほか，今日の中国社会においては，

一種の毛沢東時代への懐旧の思いが漂って

いるという現象がある．要するに，これは

いわゆる「懐旧の情緒」である．その発生

の要因はさまざまだが，本研究の内容に属

していないので，述べないことにする．し

かし，この「懐旧の情緒」は今回のアンケ

ート調査結果にまったく影響がなかったと

は言えないと考える．
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以上で述べた三つの情況から，改革前の

服装の変化と社会思想との関係の質問に対

して，「関係がない」を選択した人の比率が，

民国時期のほぼ類似した内容の質問と比べ

て８％も高いという結果が得られた理由が

考えられる．

問題点Ｄ：質問２について，その質問内容

は主に中山服と三民主義との関

係についてである．アンケート結

果を分析する前に，ここでまず中

山服の経緯について簡単に紹介

したい．

中山服は孫文（孫中山）が率先

してそれを着用したことから名

付けられたという．民国１８年に

国民党の憲法が制定された．文官

が任命の宣言をする際には，一律

に中山服を着用すると決められ

たが，それによって孫文を尊ぶこ

とを示すのである．その形は九つ

ボタンに大きな襞のついたポケ

ットだった．その後，『易経』や

周代の儀礼などに基づいて寓意

を施し，例えば，国の思惟（礼，

儀，廉，恥）に基づいて，前身頃

には四つのポケットをつけると

決められた．また国民党は，西洋

の国々の三権分立と区別する為

の五権分立(行政，立法，司法，

試験，監査)を提唱し，それに基

づいて前身頃に五つのボタン，三

民主義（民族，民権，民生）に基

づいて袖口に必ず三つのボタン

をつけることを決めた．このよう

に，西洋の服装の基本形の上に，

中国の伝統意識を染み込ませて

いる12のが中山服である．新中国

の時期に入っても，依然として政

権リーダー毛沢東に好まれ，率先

して着用されたが，国民党政権に

よって与えられたその文化的意

味は，その後ほとんど取り上げら

れることはなかった．以上，簡単

に中山服の経緯を紹介したが，こ

られのことを踏まえて分析に臨

みたいと思う．

表５９のデータ結果を見ると，質問２に

ついて，「関係がない」を選んだ人の比率は

１０．９パーセントと多い順で４位である

が，「分からない」を含めた人数比率は２０．

３％に達しており，比率は質問５についで

２番目に高くなる．中山服は今も中国人に

よく知られている衣服であるにもかかわら

ず，なぜこのような結果になったのか，検

討を加える必要があると思う．このアンケ

ート結果から，少なくとも 2 割の人は，中

山服の製作やその形式に含まれている基本

的な意味について理解していないというこ

とがうかがえる．中山服は中国でその知名

度が高く，いまだに国家リーダーたちにと

っては必ず備えなければならない正装のひ

とつである．調査の中で，筆者はこの服に

ついて多くの人に直接尋ねてみた．その結

果，一般人はたいていこの服が，孫文と関

係があることを知っているものの，さらに

その経緯などについて深く掘り下げて聞い

てみると，案外知らない人が多かった．ま

た，さらに一部の人たちは三民主義が何か

ということについてもあまり分かっていな

い．このことの理由として，現在，台湾が

中国（大陸部）とは対立的な立場であるた

め，毛沢東が大変好んでよく着用した中山

服が，三民主義と関係があるということに

なかなか結びつかない，ということが考え

られる．政治の対立と遮断から，長い間，

中国大陸では孫文の三民主義を教育・宣伝

してこなかったので，詳しく知らない市民

が多いのも仕方のないことかも知れない．

 以上，いくつかの点で，アンケートに表

れた数字だけでは即断できないいくつかの
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点に触れた．しかし，今回このアンケート

調査の質問１から質問９までの集計結果か

ら，第一に，天津において，「20 世紀以来

の中国衣服は社会思想と関係がある」と認

識・理解している人が全体の約８割を占め

ているということ，第二に，約４割の人た

ちは明確に二者の関係が「大いにある」と

考えているということ，以上の二点が確認

できた．

この結果から以下のことが導かれる．す

なわち，天津市民の多くは衣生活をただの

物質生活であると見做していない．そして，

衣服が持つ精神機能の面に関しての理解は，

かなり高いレベルに達しているということ

が言える．このような衣生活の捉え方（認

識・理解）は，実は筆者が天津周辺の東部

地域で考察したときにも感じていたことで

ある．つまり，衣生活に対するこの種の認

識・理解は，現在の中国ではかなり一般的

になっていると考えられる．

２ 質問１０，質問１１の集計結果につい

ての分析

このアンケート調査の最後の 2 問につい

ては，主に中国人の服飾観念（思想）にお

ける自己意識と，ブランド意識をめぐる内

容である．現在の中国の服飾文化は，概ね

ファッション化，個性化，ブランド志向化

に向かって発展しつつある．この観点は，

多くの服飾に関連する学者たちにも指摘さ

れてきた．しかしながら，中国人の衣生活

が最終的にこの境地に辿りつくかつかない

かは，服飾研究者の判断によって決められ

るものではない．それはむしろ，現実の衣

生活を実践している一般の人々の，自らの

服飾観念の中にある自己意識やブランド意

識の変化，発展のレベルによって決められ

るといえよう．

質問１０の内容は，衣服を選ぶ際に，主

に自分の意志で決めるのか，あるいは他人

の意識によって決めるか，という内容であ

った．表４９の回答集計結果を見ると，調

査対象者のうち９割以上（91.１％）の人は，

自分の好みを基準として自分たちの衣服を

選んでいることが分かった．つまり，天津

市においては，既に衣服に対して，「個性を

求める」といった社会心理が，一般的に人々

の衣生活に根付いているということがいえ

よう．改革開放以前の３０年間において，

中国大陸ではずっと階級闘争を中心とする

政治路線を推進していた．人々の衣食住な

どの生活は階級の色彩に染められることを

余儀なくされた．個性を表すことは批判の

対象と見なされ，「古臭い，ブルジョア，修

正主義」のレッテルが貼られた．個性を抑

制できない人は，その人の「階級意識が高

くない」，「政治意識が堅固ではない」と批

判されたのである．さらに，「自己」を基準

にして自分たちの生活を組み立て，進める

となれば，さらに「腐朽」「立ち遅れ」また

「道理にそむいている」などとさらに批判

されたのである．

改革開放（１９７９年）からすでに３０

年が過ぎようとしている．思想を解放する

運動は，人々の自己意識をしだいに活発化

させた．個人の衣生活の領域において，人々

はますます自己表現や個性を重要視するよ

うになった．今回，天津市民に行ったアン

ケート調査を通して，市民における衣服に

対する意識は「自己重視，個性重視」とい

う方向で，既に高いレベルに至っているこ

とを見出すことができた．これは，中国の

社会思想観念に大きな変化が起きたことの

表れであり，改革開放以来の中国服飾文化

が加速的に近代化に向かって進んでいるこ

との重要な社会要因の一つでもある．

質問１１について，ブランド化（商標）

は，衣生活が近代化したことの一つのシン

ボル的な表れである．留学期間，実際に筆

者が接した中国人の中に，ブランドの衣服

を身につけた人が少なからずいた．かつて，

多くの人に同じような質問をしたことがあ

る．「あなたはブランドの衣服が好きです

か？」と．得られた回答で，それを否定す
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るものは一人として現れなかった．それ故，

今回アンケートの質問を設定をするにあた

って，この質問をあえて設けないことにし

た．つまり，多くの人にして見れば，これ

は非常に当たり前の問題であり，愚かな質

問と思われると考えたからだ．明らかに，

今の中国人の多くはブランドの衣服が好き

であると言えよう．しかし，今回の質問の

中心は，国外と国内のブランドを比較した

場合，どちらをより好むかということであ

る．この意識は，中国におけるブランド服

飾市場とブランド服飾の経済発展にまで影

響を及ぼすだけでなく，衣生活におけるブ

ランドの文化的価値（信念・態度）にまで

影響を与えることになるのである．したが

ってここに表れる傾向と分析は，注目に値

する価値があると思う．

アンケートの回答集計結果の表５４によ

ると，ブランドの衣服を選ぶ場合，約４割

以上の人が国内のブランドを選ぶことが望

ましいと考えている（４２．４％）．一方，

明確に外国ブランドを選択することが望ま

しいと考える人は，１割に満たなかった（８．

８％）．つまり，これは，天津市民のブラン

ド意識において，民族文化的価値の意識が

相当際立っているということを示している． 
また，国内ブランドを選択した人の集計

結果だけを見ると，表５５に示したように，

４１歳以上の人の比率が比較的高いことが

わかる．要するに，４１歳以上の年齢の人

たちにおいては，衣服を選択する場合に，

民族意識がより強く現れているということ

である．

そして，「どちらでもかまわない」を選択

した人は，ほぼ全体の５割近くを占めた（４

８．８％）．すなわち，外国ブランドの衣服

であれ，国内ブランドであれ，自分が好ん

でいるのであれば，どちらでもかまわない

という人たちである．このデータ集計結果

から，かれらが衣服を選ぶ時に，どのブラ

ンドにするかという問題については，主に

「個人」の嗜好，「自己」の基準によって決

めるという人が半数を占めるということが

わかるのである．３０歳以下，３１歳～４

０歳以下の２グループでは，共に「どちら

でもかまわない」が回答の最多となり，そ

れぞれ全体の約５５パーセントを占めてい

る．また，この２グループを比較すると，

「どちらでもかまわない」の比率はほぼ同

じであるのに，「外国ブランド」を選ぶもの

は，３１歳～４０歳以下が８．１パーセン

トであるのに対して，３０歳以下のグルー

プは１５．７パーセントと，明らかな違い

を見せている．「どちらでもかまわない」の

人々をあわせて考えたとき，３０歳以下の

人々において，「外国ブランド」を避けると

いう意識が希薄になっていることが明らか

に見て取れる．この先数年，さらに十数年

が過ぎた時には，外国ブランドを選択する

人がさらに増大するであろうことが予想さ

れるのである．

今回，筆者がこの現地調査を通して得た

結果においては，天津市における市民の衣

服に対する考え方の中で，「自己意識」と「ブ

ランド意識」の程度がかなり高いというこ

とがいえる．天津市は北京の周辺都市とし

て，中国東部地域の都市の中で代表的な都

市であり，経済的にも文化的にも新しいも

のが次々と入り込んでいる．その一方で，

北京から多少の距離を置いていることで，

古いものが生活のさまざまな面に残ってい

る街でもある．このような天津市における，

一般市民の衣服に対する捉え方は，やはり

中国人の一般的な意識を代表しているもの

として，意味を持っていると考えられる．

しかし，ここで疎かにしてはならないの

は，中国の国家全体の衣服消費レベルは，

まだアンバランスな状態に置かれていると

いうことである．改革開放から３０年近く

が過ぎようとしているが，地理的な条件な

どから，都市部と農村の経済格差は相変わ

らず大きいし，また，都市部の開発がすす

めばすすむほど，農村との格差は逆に広が

っているといえよう．経済特別区の計画的
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な開発，沿海地域の発展は目覚しいものが

あり，その格差は，単に産業・経済にとど

まらず，人々の衣食住，文化などあらゆる

面での格差につながっている．このような

状況下で，人々の衣服消費レベルや教育レ

ベルの格差も，当然大きいものがある．し

たがって，中国社会全体において，衣服生

活の面で真にファッション化，個性化，ブ

ランド化といった近代的な段階に入るには，

また相当な道のりが必要であるといえよう． 

おわりに

筆者が今回行ったアンケート調査は，対

象者１，０２１名という小規模なものであ

ったが，２０世紀中国衣生活の変遷と社会

思想との関わりについての，天津市民にお

ける認識・理解の一面を明らかにすること

ができたと思う．今回得られた天津市民の

データは，２０世紀１００年間における衣

生活の移り変わりは，その背景にさまざま

な要因がある中で，２０世紀中国における

社会思想の変化と密接な関係があるという

ことを如実に反映していた．しかし，一つ

一つの歴史の発展時期における二者の関係

に対する認識・理解には必ずしも一致しな

い部分がある．このような結果が生じた理

由について，

１．改革開放以後の衣生活について，社会

思想と「大いに関係があった」と選択し

た人が，いくつかの時期の中で，最も多

かった．その理由として考えられるのは，

主に，時代的につい最近のことで，対象

者のほとんどがこの期間の衣生活を直接

体験しており，より関わりが理解され易

かったことが挙げられる

２，文化大革命期，一部の伝統衣服と西洋

衣服が社会から姿を消した．それは民衆

が革命の立場を表す為に，または批判を

恐れて着用を拒んでいたという，民衆の

側の意識と関係があるということについ

ては，「関係がない」と選択肢した人が，

いくつかの質問項目の中で最も多かった．

しかも，低年齢層になるにつれてこの比

率が高かった．この結果から，文化大革

命期の左翼イデオロギーが衣生活に引き

起こした異様な変化については一般に認

識されているが，その思想の土台となっ

た民衆の左翼イデオロギーを“賛美し，崇

拝する”考え方があったこと，さらに，批

判の対象から“自分を保護する”という自

己防衛の考え方も一種の社会意識である

ということについて，理解に欠けている

ところがあった．この二つは，新中国建

国から文化大革命期における人生体験の

少ない人，或はまったくない低年齢層に

とっては，十分に認識・理解することが

難しかったものと考えられる．

３，集計結果では，新中国建国から文化大

革命までの衣生活と社会思想との関係に

ついては，民国時代のそれと比較して，

前者の方が“関係がない”と選択肢する比

率が 8％も高い．より古い時代の事柄の

ほうに「関係がない」とする人が少なか

ったことについて，

一つは，社会思想の言葉の意味そのも

のが十分に理解されていない可能性があ

る．

二つは，衣服における人々の美意識に

ついての理解に相違が生じている可能性

がある．

三つは，国を愛する気持ちや毛沢東時

代を懐旧する心理が生まれた可能性があ

る．

などの理由が考えられる．

４，中山服と三民主義との関係については，

“関係がない”と“分からない”とを合わせ

ると２０．３％という比較的高い率の結

果が出た．中国大陸の共産党政権下で，

中山服は依然人々に親しまれ着用された

が，その衣服に含まれている国民党によ

って作り出された三民主義の文化的意味

に対しては，あまり理解されていない面

がある．台湾と対立状態にある中国では

長い間，孫文及びその三民主義について
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の情報がなかったことと関係があると考

えられる．

そして，今回得られた質問１０，質問１

１の集計結果を通じて，今日の中国人が衣

服を選択する際には，主に個人の意識，自

分の好みを基準として選んでいるというこ

とが裏付けられた．衣服を選ぶ（購入する）

際の判断基準について，以前のような社会

主体意識から，自己主体意識へと変わり，

個性をアピールする考え方が現れていると

いう結果が，調査によって明らかになった．

そして，衣服を選択するに当たって，国内

ブランドにするか，或は国外ブランドにす

るかについては，４割あまりの人が国内ブ

ランドを好んでいるという結果から，今も

人々は自分たちの文化的価値を重視してい

るということが覗えた．そして，年齢層が

上に行くほど，その傾向はより強く見られ

た．一方，約５割近い人は “どちらでもか

まわない”と答えた．この結果から，経済的

条件を考慮した上で，現在の中国人は，自

分たちが気に入る衣服であれば，ブランド

については国内，外国にかかわり無く，そ

れを手に入れたいと考えている人が増えて

いると見ることができる．

以上，20 世紀の中国都市における服飾に

関する認識について，主に天津の事例を中

心に考察を行なった．本稿で問題にしてき

た中国における都市市民の衣生活と社会思

想との関係についての認識・理解や，それ

にまつわる人々の衣生活の態度というテー

マについては，今後も不特定多数から抽出

された話者からの聞き取り調査やインタビ

ュー調査を充実させることにより，また，

歴史文献資料を更に精査考察していきたい．

それらを通じて更に，二者の間の密接な関

係の全体像と，今後の中国庶民の衣生活へ

の態度を解明していきたいと考えている．
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開大学大学院王処輝教授のご指導の下で実

施した．南開大学で留学している間，王先生

からこのアンケート調査実施をめぐってた

くさんのアドバイスを頂きました．豊富な調

査経験と知識を伝授して下さっただけでは

なく，質問事項の設定にも厳しい指導をして

くれました．また私に実施調査の場所，時間，

方法や外国籍の人における現地調査での注

意事項などのことについて助言してくださ

った．さらに，補助調査員も紹介してくれま

した．今回，筆者とともに五名の補助調査員

はいずれも南開大学の学生で，それぞれの名

は康艶，涂炯，蘇静思，陳萍，張研．大学院

生の張さんを除いてあとの四名はみな社会

学科の学部生である．調査開始から資料デー

タ回収するまでの間，彼らはずっと協力して

くれました．特に 8 月の酷暑の中の調査，大

変苦労なさいました．この場をお借りして，

お二人の先生方と補助員の五名の学生に真

摯な感謝の意を申し上げます．
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8 この区域の名称は都市建設を応じて“栄遷

東里”へ移して来た人たちだったために，そ

のゆえに“光栄拆遷（移してきたことは光栄

である）”という意味を込めて，この区域を

“栄遷東里”と名づけられたそうだ（居民委員

会の責任者の話）．
9 この調査では，調査対象者を決めるのに厳

格な抽出形式を採用せず，指定の住民区域と

公共空間で随時アンケートを配布する方法

を採用した．これは主に，調査実施者が外国

人である場合は，実際に調査に当たって多く

の困難が直面しているというのが理由だっ

た．参照高橋五郎『国際社会調査』，東京：

農林統計協会出版，2007 年，ｐ90－ｐ100，
ｐ103－ｐ108． 
10 指導教授から，この課題の普遍性を追求す

るためには，特に天津という対象地域から考

えて，アンケート調査においては，ある一定

量数のデータを入手しなければ論点を立証

する柱とするのには弱いと指摘いただいた． 
11 劉少奇と夫人王光美が二人でインドネシ

アを公式訪問した際，王光美がきらびやかな

夏の衣装（チャイナドレス）を着用し，先の

とがった靴を履いていたため，1967 年 1 月，

清華大学で造反派によって無理やり首にピ

ンポンで作ったネックレスをかけられ，罪状

についての審問を受けた．インドネシア訪問

時に着ていた衣装はブルジョア階級のもの

と批判され，反革命と認定された．
12 華梅，施潔民訳『中国服飾史』（五千年の

歴史を検証する），白帝社，2003 年，Ｐ193． 

参照文献

山内智慧美『20 世紀漢族服飾文化研究』，西

安：西北大学出版社，200１年． 
謝黎『チャイナドレスをまとう女性たち』（旗

袍に見る中国の近・現代），東京：青弓社，

2004 年． 
劉志琴『近代中国社会文化変遷録』，杭州：

浙江人民出版社，1998 年． 
『天津市地図冊』中国地図出版社編制出版，

2005 年． 
『天津市』編集委員会（編）『中華人民共和

国地名詞典』，商務印書館出版，1994 年，

ｐ3－ｐ9． 
周俊旗（編）『民国天津社会生活史』天津社

会科学院出版社，2004 年，引言． 
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調査報告 

爨底下村民生育习俗调查报告

周群英1

引言

自古我国妇女生产后，就需要静养一段

时间，期间起居饮食很特殊，民间俗称“坐月

子”。现代医学定义为“产褥期”，即产妇自胎

儿及附属物娩出至生殖器官恢复或接近正常

未孕状态所需时间，一般为 42 至 48 天。“坐

月子”现象广泛存在于中国台湾和香港，以及

东南亚的许多国家和地区。对产后妇女来说，

“月子”期间需要遵守很多传统的社会规范和

习俗，在生活行为上有不少禁忌。如饮食方

面不食生冷、凉性和酸辣食物；卫生方面不

洗澡不洗头等；日常活动方面停止一切包括

洗衣、做饭打扫卫生在内的劳动；衣着方面

表现为穿得多、盖得厚、捂得严；居住环境

方面表现为不开窗、不换气。如果违背这些

习俗就会落下“月子病”。因此，“坐月子”对

家庭或产妇个人而言，是一个调整体质的重

要的时期。由于担心不遵从传统习俗老了以

后会患病，处于生育高峰的 80 后育龄妇女

们，尽管接受了现代的教育，在“坐月子”这

一问题上抱着一种“宁信其有，不信其无”的

态度，积极配合其长辈们的要求。因此，“坐

月子”习俗在当代仍然非常盛行。 

有研究发现，移居海外的许多华人已经

摒弃了这一传统习俗，不“坐月子”，而同处

东方的日本和韩国也没有“坐月子”的传统。

可见，“坐月子”习俗和经济发展水平没有必

然联系，也不是东方人体质所特需的行为。

这一独特的社会人文现象引起了笔者的关

注，笔者以北京西部门头沟区的爨底下村为

调查对象，对其育龄妇女产褥期的行为模式

及影响因素进行调查研究。在此基础上试图

分析“坐月子”这一传统习俗存在的原因，这

既是本文的重点，也是本文得难点。

Ⅰ 爨底下村的概况

１ 门头沟区概貌

门头沟区位于北京西部的边远山区，面

积 1455 平方公里，98.5%是山。根据 2006

年门头沟区志，管理着 4 个街道办事处、1

个地区、9 个镇、2 个工农区办事处，根据

2000 年第五次人口普查，全区户籍人口共

266591 人，2005 年统计全区户籍人口为 23.8

万人，其中汉族占总人口的 99.3%，此外，

还有蒙族、回族、维吾尔族等 14 个少数民族。

门头沟区地势为西北高，东南低， 高的灵

山与 低的永定镇海拔相差达 2000 多米。区

内自然资源丰富，以矿产、水力、森林为主，

其中煤和石灰石储量大、分布广，采煤业已

有千年以上的历史，一直是北京的能源供应

基地。石灰窑业也是门头沟区千百年来的一

项主要产业，建国后，这两个产业即“一黑一

白”是门头沟区的支柱产业，石灰和石板是北
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京地区重要的建筑材料。门头沟区现有耕地

11.09 万亩，东部山前平原地区以生产粮食和

蔬菜为主，一年可以两熟，主要种植小麦、

玉米、谷类、豆类、薯类、高粱及秋杂粮，

农业产值 1037.6 万元。中部低山和河谷地区

以生产粮食和鲜果为主，而西北部高山地区

则以林牧和干果生产为主。门头沟区的道路

在远古即已形成，但多系逶迤山路，由于该

区是煤炭的经营和集散之地，于是促使了道

路的发展。从明代起，就修建了官马大道，

民国时期，修建了公路，但都是坎坷不平、

勉强维持通行汽车的土路，没有民间车辆来

往。建国后，政府大力进行山区公路的建设，

尤其是改革开放后，区内公路增加很快，运

输业也有了较大发展。2001 年，门头沟区产

业开始转型，关闭了煤窑，根据区政府的“十

一五”规划，将该区定位为生态涵养发展区，

正在逐步向旅游业方向发展。

２ 斋堂镇概况

斋堂镇位于门头沟区西部永定河畔，行

政区划面积 400km2。辖 3 个居委会，29 个

村委会。根据 2000 年第五次人口查结果，全

镇 8242 人。地域广阔，地形复杂，地势险要，

资源丰富，素有京西重镇之称，是北京市重

点发展的 34 个小城镇试点镇之一，还是门头

沟西部山区的发展中心。永定河、清水河穿

境而过，109 国道贯穿全境。全镇大多是山

地淋溶褐土，天然植被有杨、柳、榆、桑、

栎、等林木，以及荆条和秀线菊等灌木，人

工植被偶松、柏、苹果、核桃、杏等。斋堂

镇现在共辖 29 个行政村，镇域面积 396、6

平方公里，镇政府驻地东距北京城 81 公里。

斋堂镇现在是北京市重点建设的小城镇之

一，门头沟西部山区的中心，目前正处于转

轨的“阵痛期”。现正实施“生态立镇、文化兴

镇、旅游强镇”的三大战略，发展文化产业和

休闲旅游产业，逐步把旅游业培育成斋堂的

主导产业。

３ 爨底下村地理环境及“爨”字的意义 

爨底下村位于门头沟区斋堂镇西北部深

山峡谷的一个自然村。海拔 650 米，属太行

山脉，清水河流域。村域面积 5.33 平方公里，

村落占地面积约 1 万平方米。该村距离北京

市区 90 公里，距门头沟区政府驻地 65 公里，

距斋堂镇政府驻地 6 公里，从爨底下村到苹

果园 70 公里。在明、清时代，该村所在地为

京西贯穿斋堂地区西部东西大动脉 重要的

古驿道，也是京城连接边关的军事通道，还

是通往河北、内蒙一带的交通要道。气候为

温带季风气候，夏季凉爽，冬季寒冷，这里

的累年平均温度约为 10.1℃，年降水量约为

473 毫米，属于贫水区。土壤为山地淋溶褐

土，含砂砾多，土层也因地势陡缓而薄厚不

同。植被为荆条，绣线菊灌丛和野生栎、榆、

桑树。村子周围和近坡有人工栽种的柳、杨、

槐及杏、核桃等果树。经济以农副业为主。

耕地 224 亩，均为旱地，以种植玉米、谷子

为主。零散果树年产核桃、杏、杏仁等干鲜

果品约 900 公斤。有的农户养猪、羊、鸡等。

全村各业年纯收入 9.5 万元，人均 535 元。 

村内有一条东西走向的主街，有一条山

路连通京兰（北京到兰州）公路。有医疗室

一所。村东北有清朝康熙皇帝御赐匾额的关

公庙一座，现残存的庙址中有数间闲置空房。

村中有古松一棵，古槐两棵，均列为北京市

二级保护古树。村北两公里处，沟深崖陡，

有“一线天”之称。在该村四面群山环抱，山

脉起伏蜿蜒，气势壮观，山形奇异优美。村

内有山泉，有充足的日照，良好的自然植被，

是一处生态环境良好，适于居住的建村基地。

整个村落坐北朝南，依山而建。如果站在村

子对面的山上俯视，可见整个村落布局呈“元
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宝”状，如果从关帝庙所在的山梁上看这个村

子，整个村子又酷似一座城堡。爨底下村的

周边有丰富的人文景观和自然景观，比如村

北两公里处的一线天、卧虎岭、笔架山、金

蟾望月、蝙蝠献福、神驹蹄窝、九百九石阵、

京西古道遗址等，这些资源为爨底下村的生

存与发展提供了极为难得的地理条件和良好

的生态环境。

爨底下的“爨”的意义与灶相关。据史书 

《说文解字》记载：“爨”解释为锅灶之下，

篱火旺，意为点火做炊。如《左传˙宣公十五

年》中云：“易子而食，析骸以爨。”杜预《春

秋经传集解》云：“爨，炊也。”在┌┐之上的

部分，像是人的一双手捧着器皿放在炉灶上

固定住，而┌┐正是炉灶。“林”之下是个“大”

字，而“大”正是人的左右手，在“爨”字中“林”

的下面那个“大”字，表示双手持木，将木源

源不断地推入火坑中，而 底下的就是《庄

子·内篇·养生主第三》所说的：“旨穷于为薪，

火传也，不知其尽也”的火苗了。《现代汉语

词典》记载：爨（cuan）念第四声，有以下

几个解释：1、〈书〉烧火做饭：分爨、分居

异爨（旧时指弟兄分家过日子）；2、〈书〉

灶：执爨；3、（cuan）姓。2爨字共有 30 笔，

会写的写成个爨，不会写的写成一大片（意

思是笔画全连在一起），为了使这个字好写

好记，村民编了顺口溜，非常形象：興字头，

林字腰，大字下面架火烧，取其“大火烧二木，

韩（寒）姓也有兴旺之意”，火大烧林，越烧

越旺。

４ 爨底下村的现状

（1）人口结构与社会特征 

爨底下是一个依山而建的小山村，村域

面积只有 5.33 平方公里，村落面积 1 万平方

米。全村都姓韩3，是同一祖先的后代，分三

个家支，村民习惯称东门、中门和西门。中

门是传说中的老二的后代，居住在村子的中

间，村东住的是老大的后代，村西是老三的

后裔。原来各门都有自己家支的族谱，文革

中除了老三家保留着族谱外，其余两支的族

谱均已丢失。村民中有一句谚语 说是“老大

家出孙子，老三家出祖宗”。现实确是如此，

现韩门第十七代孙就出在东门老大家，已经

传到了“茂”字辈。老三家后代人口 少，现

小的是“晓”字辈，全村辈分 大的是“义”

字辈，是一位已经 75 岁的刘天花老太太。

“义”字辈与“茂”字辈中间间隔有 6 辈，此老

太太可以说是韩家的老老祖宗了。

根据村委会提供的 2007 年的人口花名

册，村内共居住 62 户，103 人。其中，农业

户口 39 户，76 人；小城镇户口44 户，4 人；

大居民户口 19 户，23 人。总人口中，男性

50 人，女性 53 人，其中育龄妇女 45 人。5；

总劳动力654 人，其中男性 27 人，女性 27

人；独生子女 11 人。 

另有8户25人属于大城镇户口的居民在

此居住，他们是北京市内或外省市的市民，

因为祖上留下了房产，而自己又已经退休或

下岗，听说老家的旅游业正搞得红红火火，

于是，便回老家继承财产，将多年闲置的院

落进行整修，搞起了接待。村里人都是他的

叔叔、伯伯、舅舅、堂兄弟或表兄弟，有了

这层血缘关系，在亲戚身边经营旅游业，彼

此都有照应。根据村委会规定，他们在本村

居住超过半年，就具有了该村的选举权，也

就成了该村的村民。因此，可以说，现今村

里总共居住有 70 户，128 人。 

（2）爨底下村的经济概况 

全村耕地面积 224 亩，每人平均不足 3

亩。在柏峪台界内有集体耕地 50 亩，现已承

包给外村人经营。爨底下村的可耕地都是梯

田，收成好坏，由老天爷说了算。多年以来，
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受耕地少、土地贫瘠以及自然环境差等条件

的限制，增收困难。爨底下村不像斋堂镇其

它村落那样可以采煤和烧石灰，因此该村历

史上没有工业。村民没有任何可以致富的路

子，建国后，一直靠吃国家返销粮生活。

从 1995 年起，村里试着搞旅游业，政府

投入巨资修复濒临倒塌的明清古宅，后来，

陆续修建了停车场和贯穿村内东西方向的道

路、安装路灯等基础设施，为旅游接待户统

一购置餐桌、凳子、被褥等用品，改建厨房、

厕所，整治村内外环境，办旅游接待培训班，

制定住宿和饭菜标准，经过 初几年的探索

和实践，经过几年的艰苦奋斗，村中的经济

状况发生了翻天覆地的变化，外流的劳动力

也返回来加入了旅游行业。现在，全村 43

户中有 42 户是民俗旅游接待户，只有一户因

为夫妻二人都已 70 多岁，膝下又没有儿女，

无能力直接经营旅游接待工作，靠打扫村内

主要街道的卫生领取工资和村内发放的养老

金生活。可以说，这一户也是间接参与了旅

游业，从这个意义上讲，全村从事旅游业的

人口已达 100%。 

经过几年的积累，村民的腰包鼓起来了。

他们现在有能力改造旧房，翻盖新房，改善

旅游经营环境和扩大经营规模。村民韩卫国

夏天在村西盖了一套四合院，共 14 间，可增

加 25 个床位，据本人说，买地皮花费 3 万元，

雇用山东和河北省来的建筑工人和木工，包

工费用 5 万元，其它材料费用约 6 万元，总

共花费 14 万元，这些投入，用两年时间就可

以赚回来。村民得到了发展旅游业的巨大经

济利润，于是全力以赴搞旅游，旅游业已经

成为该村的主导产业。十几年过去了，全村

年度总收入在门头沟区和斋堂镇内各村的排

名中已经跃居第一位，旅游业占全村总收入

的 99.2%。 

爨底下村民在经营旅游业的同时发展种

植业和养殖业，实现了种经营和创收渠道多

样化。截至 2007 年，全村养蜂的有 6 户，

少的养 13 箱（可产蜂蜜 600～700 斤，每斤

约 15 元，产蜂王浆 2 斤，每克约 6 元），

多的养 24 箱。养羊的 1 户，共 100 多只，30

多斤重的小羊可以做烤全羊（1只 300多元），

剪下的羊毛（每斤 4 元）和羊绒也可以卖钱。

另外，还种植核桃（每斤 12 元）、李子（每

斤 3 元），杏（每斤 2.5 元）等水果。已经开

发的旅游产品有 5 大类，每类 10 个产品共

50 个品种。如蜂产品、干果系列（核桃、大

杏板、山里红干、苹果干等）、干菜系列（葫

芦干、豆角干、南瓜干、茄子干等）、小杂粮

系列（玉米、小米、黄米、大豆、红小豆、

绿豆等）、手工艺品（老虎枕头、布鞋、鞋垫

等）和旅游纪念品，全部注册了“爨”和“爨底

下”商标。可见，爨底下村形成了以第三产业

为主、第一产业为副的经济结构。

Ⅱ 爨底下村的生育习俗

出生是人生历程的第一步。婴儿脱离母

体降生到人世间，标志着一个新的成员加入

到社会中来了，是一件非常值得庆贺的大事，

因而就形成了种种生育习俗。爨底下村人口

的兴衰曾经随着社会的变革而浮动，随着经

济的发展而增长。在单一宗族构成的小村落，

保证韩姓宗族绵延不断是村民共同的愿望和

责任。500 年来，在延续后代的问题上，形

成并遗存了许多丰富的生育民俗文化。

１ 求子习俗

在以男权为中心的社会中，求子是生育

风俗中的一件大事。唐代著名医学家孙思邈

在他的著作中专门设“求子”名目，对此进行

讨论。古人云：“门前车马非为贵，家有子孙

不算贫”。即是说，只有具备了财、子、禄，
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才算是幸福美满。家庭 重要的功能莫过于

生育，婚姻是生育的前提条件，只有结婚才

具有资格生儿育女，有子孙的家庭才是完美

无缺的。

婚俗礼仪中的吃子孙饽饽、被角栓的

枣、栗子、花生，新媳妇刚刚迈进婆家门坎，

就向她扔木头墩子，直接表达了“扔墩子抱孙

子”的愿望，喜联和贺词中的祝愿等等，无时

无刻不在提醒新婚夫妇，生儿育女是结婚的

首要大事，是周围人们翘首盼望的事情，在

热闹喜庆的气氛中，公开地或隐晦地将传宗

接代的大任交给了一对新人。从婚礼习俗中

可以看出，村民对于生儿育女传宗接代看成

生活当中的头等大事。从结婚的那一天起，

婆家的长辈、娘家的父母、新婚夫妇本人、

甚至亲朋好友、街坊四邻都期盼着尽快见到

儿孙或小字辈的人。中国传统文化中的“不孝

有三，无后为大”，在国人乃至爨底下村民头

脑中的地位，从来都未曾改变过。

新媳妇过门三年后，如果还不能自然生

育，就认为是哪里出了毛病。现今，他们首

先会想到可能是双方身体方面的原因，因此

会到镇或区里的医院检查，求助医生。在十

年前，或在改革开放以前，说的更远一些，

在“文革”以前，遇到三、五年不生育的情况

时，还不能马上想到从双方身体方面查找原

因，他们首先想到的是，可能得罪了哪位先

人或仙人。于是，偷偷找巫婆破解，求神灵、

喝圣水，或者到娘娘庙，对着碧霞元君送子

娘娘烧香磕头，跪拜求子，许愿一旦得子，

便给娘娘捐多少多少公德钱，或给娘娘挂匾，

或披帐子。他们崇拜神灵，相信神能给自己

带来福音。娘娘裙子下放有多个布娃娃，烧

香磕头之后，临走时可以带回一个布娃娃，

据说这样就可以如愿以偿。

毕竟进香拜神未必都能如愿，当求子心

切的人求神不灵时，又想到了阴阳先生，于

是，找来看坟地，查阳宅，改门口，调朝向，

盖影壁，拆拆盖盖。目前村民中已经没有人

做这些劳民伤财的事情了。

２ 孕期习俗

村民习惯把怀孕称为“有喜”，这是媳妇

的双方父母 关心的事情。一旦“有喜”了，

母亲心里的一块石头便落了地，因为女儿能

够生养，自己脸上也有了光。公婆这边有了

香火继承人，也因为自己能见到隔代人而高

兴。而心中暗自高兴的，要算是媳妇本人了，

因为怀孕能证明自己并非“废物”；为婆家延

续后代，自己算是一大功臣；将来自己老了，

也有依靠，从此后，自己对得起任何人，可

以挺起腰板做人了。于是，首先回娘家向母

亲报告喜讯，母亲则会帮着推算预产时间，

并告诉女儿该吃什么，忌吃什么等等注意事

项，同时，计划着为女儿和外孙准备一些生

活必需物品。

媳妇怀孕期间，是有许多讲究和禁忌

的。

第一，饮食讲究和禁忌。为了保障生个

健康漂亮的孙子，母亲和婆婆根据自己的经

验，会反复叮咛要多吃这个，少吃那个，不

能吃这个，不能吃那个。当然有些符合科学

道理，有些则毫无根据，属于形象性思维方

式。比如，忌吃驴肉，否则生下的孩子爱犯

驴性，不听管教；忌吃狗肉，否则生下的孩

子会咬人，吃奶的时候爱咬妈妈的奶头；忌

吃兔肉，甚至连兔子也不能见，否则生下的

孩子象兔子一样，是三瓣嘴；忌吃公鸡肉，

否则孩子夜里哭闹，不好好睡觉； 好不吃

猪头肉，否则毒火太大，孩子爱长疮，长疖

子；少吃生姜，否则生了小孩是六指；少吃

碱性食品，多吃酸性食品，俗话说“酸儿辣

女”，千方百计生个男孩。 
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第二，行为方面的讲究和禁忌。比如：

9 月不糊窗户纸，这是因为如果糊了的话，

九女星就会被糊住，家里就会一直生女孩；

村民把“有喜”的妇女称为“双身子”，或“四眼

儿”， 把孕妇看作不祥之人，很多场合都不

能出席，比如，不能参加婚礼、不能送亲、

不能进洞房、不能见新娘、不能见送葬的队

伍、不能到坐月子的人家里去串门，据说是

会把人家的奶水“带走”，招主人家讨厌或嫉

恨；揣着孩子（指怀孕）的妇女只能呆在家

里做饭、伺候老人，要不就到地里干活，不

能四处乱跑，否则，也犯忌，如：村民忌讳

女人到羊圈去，特别是孕妇，不能到自己家

的羊圈去，更不能到别人家的羊圈去；不能

到盖房的施工现场，如果房梁或门窗的楔子

对不准，连着钉好几下，也钉不进去，便埋

怨孕妇到跟前来了，是因为孕妇的肚子卡在

那里了。如果钉了几下子 后钉进去了，那

么这个孕妇生出来的孩子有可能是豁子嘴，

也就是兔唇。当然，有些避讳是符合孕期卫

生保健科学的，如忌提水，忌背重东西，忌

重体力劳动，忌剧烈活动，要夫妻分床，忌

吃泻肚药或活血化淤之类的药物等。

３ 坐月子习俗

过去，妇女都是在自己家里生孩子，一

旦感觉快要生了，家里就赶紧打发人去请接

生婆。直到 1980 年，村里还有传统的接生婆，

靠老式接生方法接生。事后，需要感谢接生

婆，作为酬劳，有的送食品或其它物品，有

的给几块钱，还有的请吃顿饭。后来，农村

医疗条件改善了，村里培养了赤脚医生，有

的邻村还培养了接生员，新法接生比老式接

生要科学卫生，小孩成活率高。而现在，与

城里人一样，妇女都到镇医院或区医院生小

孩。村民中流传着一种说法，是“丫头怕十五，

小子怕初一”。意思是，阴历十五出生的丫头

和初一出生的，小子命硬，克父母或兄弟，

不好。所以，从心理上就对这个孩子有异样

感觉，家里或大人一旦遇有不顺，就会嫁祸

到这个孩子身上。

对于孩子的胎盘（爨底下叫“胎泥” 或

“胞衣”），爨底下的村民认为是不能随便处理

的。即使知道胎盘是大补之物，能够治疗某

些疾病，但谁家也不愿意让别人拿去煮着吃

了，认为这样对小孩不好，是“妨孩子”。 1980

年代以前，在家里生孩子之后，一般都把胞

衣埋在山坡上，或者埋在自家院子里或门口

旁边，也可以埋在自家的地里和猪圈里，村

民认为，猪什么都吃，所以是脏的；羊是吃

草的动物，是干净的，所以，不能埋在羊圈

里。埋胞衣的坑一定要大小、深浅合适，如

果坑挖得太大，就意味着孩子将来饭量大，

坑挖得太小，就意味着将来孩子饭量小。

媳妇生了小孩，首先要向娘家报喜，现

今因为都在医院里生孩子，有时娘家母亲就

守候在产房外面，所以，免去了报喜的程序。

在向朋友们报喜时，则说明是大喜7，还是小

喜8，小孩降生的时辰、体重、身长、母子是

否平安等等。得到喜信儿后，亲友们便陆续

前来送礼，礼品一般是 10 斤鸡蛋、一捆挂面、

红糖、小米、核桃等，而娘家则送尿布、衣

服、鞋、小被子、鸡蛋、挂面等。都是产妇

月子里补养身体的通常食品。在爨底下村，

1995 年发展旅游业以前，由于生活还比较贫

困，所以，娘家人从一听说女儿怀孕，便提

前几个月就攒鸡蛋，准备女儿月子里吃的营

养品和外孙用的衣被等物品。村民防止鸡蛋

变质有土办法：用草木灰把鸡蛋包上放在缸

里，上面再撒一层草木灰，几个月都不会坏，

用这种方法也可以保存豆子。在女儿快生产

的那几天，娘家人就提前送来鸡蛋、挂面、

红糖、核桃等各种适合坐月子人吃的食品以
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及小孩的用品。生产后，亲戚朋友、街坊邻

居用鸡蛋当贺礼，送给产妇。

生完孩子三天之内，按照村内习俗，产

妇只吃鸡蛋、喝小米粥、红糖水、就杏子盐。

杏子盐的做法是：把杏仁炒熟，与核桃、芝

麻、花生仁放在一起，再放几个苦杏仁，磨

成粉，放上盐，坐月子时当菜吃，可以增加

营养并起到催奶的作用。

如今，在爨底下村的媳妇们都去医院生

孩子。出院后，就踏踏实实地回家坐月子。

妇女生了小孩，一般需要休养和调理一个月，

村民把产后一百天都叫“坐月子”，在这一百

天之内得了病都叫“月子病”，需要在下一次

生孩子时调养，讲究“月子里得的病，月子里

养”。过去，在家里生孩子时，除了接生婆和

婆婆之外，一般人是不准进产妇房间的。在

坐月子期间，除了照顾月子的人之外，男人9

和其它闲杂人员也不能随便进出。小孩刚刚

出生，抵抗力弱，需要特别护理，产妇也需

要静养，为了防止把病菌带进屋里，避免产

妇和新生儿感染疾病，房间必须既卫生、安

静、又要舒适。防止冷风吹进屋，为了避免

婴儿得“四六风”，产妇得“产后风”， 即使是

夏天，也要关紧门窗。在冬春季节，门外一

般都挂布帘或棉帘。产房的标志是在门帘上

挂红布条。红布条挂在帘子外面中间靠上、

比较醒目的地方，一般长约 10 厘米、宽约 3

厘米。如果没有门帘，就拴在门把手儿上，

不过，布条要稍微长一些，大概长约 15 厘米、

宽约 3 厘米。见到这一标志，一般人就知道

有人占房（即有人在屋里坐月子），便不进屋

了，就像是“闲人免进”的牌子。也有个别村

民在窗户棱子上栓红布条的。其目的是驱邪，

也告诫禁忌之人不要进屋，以防占了孩子的

奶，同时警示外人不要随便进产妇屋，以免

惊动产妇，带进冷风或吓着孩子。不过，一

般人也不愿进产房，觉得产房又脏又臭，还

怕冲了自己的运气，反给自己带来不幸。

伺候月子的事，一般由婆婆伺候月子，

娘家妈妈伺候的也有，但比较少。总之，一

般由娘家的母亲、妹妹、婆婆或小姑子等女

性负责，主要是照料产妇的吃喝和大小便、

给婴儿换洗尿布和衣被。

月子里，有许多忌讳和注意事项。村民

认为，坐月子期间，产妇体弱，有可能感染

许多疾病，为了保证产妇和婴儿平安渡过这

个特殊时期，也为了驱邪避疫，除了将门窗

关严，在母亲或婆婆的督促下，产妇还要做

到几 个“不”字。如：不过 100 天，不能着凉

水，否则手指关节疼；头上包头巾，不能受

风；不吃生冷和硬的食品，不刷牙，否则牙

齿容易坏，容易掉；不梳头，不洗头，否则

将来头皮疼；不洗澡，否则容易感冒；不做

针线活，容易坏眼睛；不蹲着，否则容易子

宫脱垂；不出门，不干家务活；不能生气，

否则容易断奶；不能下地太早，否则会脚跟

儿疼；现今，还有不能穿厚跟鞋下地的说法。

如果保养不好，受了风寒，就会留下病根，

终身难以治愈。因此，不管天气多么炎热难

忍，都要等到满月方可得以解放。自从 1995

年发展旅游业以来，山村彻底打破了封闭的

屏障，村民的生活方式、风俗习惯、思想观

念、精神面貌等各个方面，受到了外来因素

的冲击。这十几年来，是爨底下民俗文化发

生激烈变迁的时期。由于科学技术的普及，

大众传媒的宣传，游客的影响，一些思想新

潮 80 后育龄妇女开始科学坐月子。 

对于月子里可能落下的疾病，村民也有

预防措施，在爨地下和斋堂镇灵水村，有一

种传统食品，专门做给产妇在月子里吃，这

就是自家酿制的黄酒。黄酒的具体做法是：

把大黄米煮熟，放入酒起子（类似发酵粉）
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后，再放入二锅头或黄酒、枣、红糖（冰糖

更好）、茶叶。如果加入少许蜂蜜一起酿，味

道会更好。放上十天半个月就可以喝了，也

可以放在太阳下曝晒，起到发酵的作用，味

道甜甜的。可起到发汗、驱赶风寒、暖肚，

不落月子病的作用。村民中间有这样一句谚

语：“生儿好比爬血山，满月才过鬼门关”，

因此，月子里除一些禁忌之外，还有不少讲

究。产妇从“有喜”到生产，经受了孕期的呕

吐等不适反应，又遭遇生产时的失血、疲劳

等亏损，经历了长达十个月的磨难和痛苦，

紧接着，还要给婴儿喂奶，的确需要好好休

养恢复，因此，月子里吃好喝好理所当然。

根据当地和村民的经济条件，认为适合产妇

补养的食品就是煮鸡蛋、红糖水、小米粥、

挂面汤、烧核桃（当地盛产核桃，用夹子夹

住带皮的核桃在炉火上烧，然后砸开取仁）。

1995 年以前，生活困难，大人缺少营养，没

有奶或奶水不够时，就给孩子吃糕干粉、喂

玉米粥；条件好一些的，喂白面糊糊或奶粉

等。给产妇下奶主要从食品入手，如炖猪蹄

汤、炖老母鸡汤、煮鸡蛋，而没有城镇里产

妇常吃的鲫鱼汤。现今，给产妇补身子和下

奶的食品和偏方多种多样，甚至可以到医院

去买下奶的药。

该村传统的下奶偏方是，例如，把生的

小麻籽用擀面杖碾碎，开水冲服，可以下奶。

笔者在田野调查中，听到已经 75 岁的老太太

刘天花介绍过去的一些催奶方法，据她说，

她年轻时生哪个小孩儿都没有奶吃，曾经按

照民间流传的方法实验过，但都不太管用，

她说自己就是那种吃什么都不往奶里去的

人。但给别人吃是有效的。其中一个方法是，

把鸡蛋打在碗里，搅拌，用滚开的水冲熟，

放上食油，产妇爬在炕上喝下去，就能下奶。

第二个方法是，吃饱饭后，把一只螃蟹洗干

净，放在锅里用水煮熟，产妇在地上一边转

圈，一边吃，转一圈，吃一个螃蟹爪，直到

把整个螃蟹吃完，然后把煮螃蟹的汤也喝了，

立马就下奶。第三个方法是，用锅炸（实际

上就是煮）海带时，放两个鸡蛋一起煮，海

带和鸡蛋一起吃，就能下奶。据说第三个方

法特别灵，为此，还给笔者讲了一个故事：

以前，有一个姑娘，后娘待她很不好，经常

虐待她，不给吃饱。有一次，姑娘想吃鸡蛋

了，于是，在煮海带时，顺便放进两个鸡蛋

煮着吃了，没想到，莫名其妙地姑娘下奶了，

两个乳房涨得很厉害，后娘知道后，认为这

个姑娘学坏了，但姑娘说没有，死活不承认，

后娘就往死里打， 后，姑娘承认说是吃了

海带煮鸡蛋才这样的，后娘不信，于是，自

己也试着做了吃，结果，后娘自己也下奶了。

以上几个下奶的方法和故事听起来似乎有点

天方夜潭，但鸡蛋和海带却都是富有营养的

食品，想来产妇吃这些东西对身体恢复总会

有益处吧。

４ 育儿习俗

小孩是生下来的第三天，请接生婆给小

孩子洗澡，称“洗三”。现在，这一仪式在爨

底下已经消失了。过去，洗三的仪式是很郑

重的。给小孩洗澡用的水是用槐树枝和艾叶

煮的，具有杀菌和消毒的作用，参加小孩洗

三仪式的亲友每人都往盆里加一点水，放几

个硬币，有的还要往盆里扔几个枣、栗子、

桂元等“喜果”，这种仪式叫“添盆”。亲朋们

添喜果的时候，接生婆念道“早立子，连生贵

子；桂元桂元，连中三元”。10 11

“添盆”完了之后，接生婆用平时洗衣服

的棒槌往盆里一搅，念道：“一搅两搅连三搅，

哥哥领着弟弟跑；七十儿，八十儿，歪毛淘

气，唏哩呼噜都来了”。给小孩洗澡时，一边

洗，一边念着吉祥的祝词，如：“长流水，聪
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明伶俐”；“先洗头，做王候；后洗腰，一辈

更比一辈高；洗洗蛋（男孩）作知县；洗洗

沟（女孩），长大嫁人是知州。”然后，给婴

儿梳理胎毛，再念：“三梳子，两篦子，长大

戴个红帽子；左描眉，右打鬓，寻个媳妇（女

婿）准回村；刷刷牙，漱漱口，跟人说话免

丢丑”。 后，用鸡蛋往婴儿脸上轻轻滚一滚，

念道：“鸡蛋滚脸，一生无险”。洗完后，用

单被把孩子包好，再用葱往身上打两下，念：

“一打聪明，二打伶俐”12。仪式结束后，接

生婆向东家讨要赏钱，东家请吃饭。这天，

邻居们送面片汤以示祝贺。面片汤中放大葱、

生油（即猪大油），有增加营养和下奶的作用。

在门头沟地区，产后第 12 天或半个月，有给

产妇吃饺子的习俗，叫“捏骨缝”，也请接生

婆吃饭。而爨底下则没有这种习俗。

小孩出生一个月叫满月，也叫“出月

子”。爨底下村的这一生育习俗一直没有中断

过。由于村里没有给小孩过“百岁儿”和“过周

岁”请客的习俗，所以，在过满月时，就大操

大办，娘家、婆家、亲戚、村里人都来贺喜、

送礼。由于村里没有过“百岁儿”的习俗，所

以，在 满月时，有的人家还给孩子戴长命锁

或者手镯、脚镯，也有邻居送长命锁的。现

在，一对夫妻只生一个孩子，不管是生儿还

是生女，都过满月，大办丰盛的宴席，喝“满

月酒”。 2007 年初，一村民在家里给小孩办

“满月酒”，除了小孩父母双方的亲戚朋友，

村里的街坊邻居共来了一百多人，开了 12

桌酒席，如果按一桌 10 人计算，就有 120

人，其中还不算带去的小孩子。由此可见村

民对“过满月”的重视程度。未实行计划生育

前，如果第一胎生了儿子，尤其是长房长孙，

就更要隆重庆贺。实行计划生育政策以后，

虽然村民还是觉得生男孩比生女孩管用，但

国家几十年来的关于男女平等的教育，还是

收到了明显效果。生了女孩，能以平常之心

对待，发自内心的喜欢，不会象过去那样想

办法弄死。宴席上的主食是面条，称“喜面”。

满月的前一两天，小孩的爷爷或父亲就提前

向亲友邻居发出邀请。按照过去的习俗，除

了给产妇送些补品外，送的礼物多以小孩的

衣服、被子、鞋帽、佩戴的饰物为主，而今，

送东西的比较少了，一般送礼金。礼金多则

几百，少则几十，根据与产妇家关系的远近

亲疏而定。这样，可以方便主人根据自己的

需要选购物品。

在爨底下村，“出满月”时，还有点灯花

的习俗，灯花在村民心目中具有驱邪赶污的

功效。老太太刘天花说，她生了七个孩子，

每次都是自己做灯花，自己点，这一习俗即

使在“文革”中也没有中断过。点灯花都是在

早上，从天刚亮时就开始点。小产、流产，

村民叫“小月”，都要点灯花，否则更不能去

别人家。

灯花的做法如葬礼上点的灯花一样，但

数量和点的方法不同，出满月点的灯花共做

30~50 盏。点的时候，将花瓣沾上食用油，

不要沾的太多，以免灯花灭了之后，底下剩

下一堆油。也有的在满月的头一天做好灯花

后，晚上，把每一盏灯花沾上食油，浸一夜。

第二天早上，出满月时，就开始点灯花。点

灯花的程序是这样的：第一盏灯花点着后，

先驱赶产妇身上的脏气：象征性地先在产妇

的头顶晃一晃，再在肩膀两侧各晃一晃，然

后，在两只手上和两只脚上各晃一晃，这样，

产妇身上就算干净了。然后，驱赶屋里的脏

气：先在窗台上点两盏，炕的四角各点一盏，

在炕沿儿上点三盏灯花，然后，桌子的两个

角、大立柜下面的两个角各点一盏，从炕下

面到门口，在地上点几盏，门口两边各点一

盏，接着，出门口，到院子里也点几盏，灯
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花的数量随意。如果院子里有煤堆，或堆着

其它别的东西，也要在上面点一两盏，灶台、

厕所等处都要点。因为灯花很小，一会儿工

夫就灭，为了防止烧着桌子上的物品，在即

将熄灭时，就赶紧把烧剩下的部分扫掉。这

样，从房间到门外，凡是产妇要去的地方，

以及各个角落都点到。在屋里点一会儿，产

妇便可出门，出了门，走到哪儿，就点到哪

儿。产妇在点了灯花之后，才能够到各家走

动。村民认为月子里的人 脏，如果不点灯

花就到别人家里去，别人心里就会不舒服，

很忌讳，认为把脏气和邪气都带到自己家里

来了。所以，要把脏气从自己身上和屋里全

部赶走方可四处走动。

过去，出满月这天，还有一项重要的习

俗，就是给小孩剃胎毛。而今，剃胎毛不一

定非在出满月这天。有的由家里人剃，不能

剃的，就用剪子大致剪一剪，也可以请剃头

师傅来家，酬谢的方式是煮好的鸡蛋，煮鸡

蛋的水用来给小孩洗头。由于胎毛很软，不

可能剃得很干净，但绝不能把头皮剃破，头

顶卤门的头发需要留下来，据说这个地方的

头发可以起保护作用，否则，风吹着卤门，

小孩以后说话鼻音会很重。剃下来的胎毛用

红布、绿布裹起来做成尖辣椒状的装饰缝在

衣服靠肩膀的地方，据说可以长命百岁。

“挪臊窝子”也是爨底下村的一个至今

未变的习俗。从孩子出生后，有一个多月的

时间，母子一直住在一个门窗紧闭、很少通

风的房间里，空气不流通，难免有腥臭味儿，

需要腾出屋子，彻底打扫干净。到姥姥家或

亲戚家去，还可以让亲人们看一看小孩，收

到一举两得之效果。姥姥家没有什么人的，

就到亲戚或朋友家，或是从这屋搬到那屋。

总之，需要离开家里到外面住几天，也叫“挪

窝”， 之后，才可以到各家走动。 

 “过百岁儿”。建国前，小孩出生后一

百天，爨底下村也曾有过给小孩“过百岁儿”

的习俗，只是生活富裕的人家才过。按照过

去和镇里的习俗，给小孩过百岁，就要摆宴

席，亲戚朋友就要来送礼。村民认为，这些

都是人情债，收了礼而不还礼，自己也不好

意思，不如不过。村里人现在都不张罗着给

小孩子过百岁儿和过周岁，只是到时候自家

人聚在一起做顿好吃的，所以当问起“给小孩

子过百岁、过周岁吗？”时，都回答说“不过”。

村民认为，只要不摆筵席、不请客就不算过

（与给老人过生日相同）。虽然现在“过百岁”

的仪式取消了，但在村民的心中仍然有“过百

岁”的心结。孩子到了一百天，或者就在“过

百岁”的前几天，妈妈总要有所表示。笔者在

村里看到，韩晓颜的两个孙子出生相差几天，

都将近半岁，手腕上都系着红绳，上面栓着

仿玉石的小饰物。其中一个小孩子的妈妈在

中学当英语教师，尽管说是随便戴着玩儿的，

但可以看出，其原意就是用来代替过百岁时

的手镯等饰物。红绳是把命栓住，希望孩子

长命百岁，红色也有避邪袪灾的意思。

现今，办满月酒、点灯花、剃胎毛、挪

臊窝子的习俗都存续着。受城镇现代化生活

方式的影响，有的村民甚至从一出生到一周

岁，过一段时间就拍照一次，给孩子留作纪

念。

小孩到了一周岁时，也有一个活动，就

是“抓周”。这种风俗在民间广为流传而且历

史悠久。解放前，爨底下也有这种习俗，60

多岁的人都知道，30 来岁的媳妇也知道有这

种习俗，但现今小孩一周岁时，也没有人张

罗着过了。“抓周”一般在中午吃“长寿面”之

前进行。家人把笔、本、算盘、书籍、食品、

钱、草棍儿等放在炕上，让小孩抓，小孩先

拿什么，就意味着将来长大后干什么，是什
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么人才。如果先抓了草棍儿，大人们就认为

孩子将来还是个种地的料儿；如果先抓了笔、

或本，就象征着小孩将来是读书人，能作官，

有出息，全家人和亲朋都高兴；如果先抓的

是食品，就说明小孩将来是有口福之人；如

果先抓钱，则意味着将来能挣大钱，生活富

足。现在，村里给小孩过“百岁儿”和周岁的

习俗是，照张“百岁照”和“周岁照”，并洗张

尺寸大的摆在桌上或挂在墙上。过周岁时，

有的还买个大蛋糕以示庆贺，与镇里和城里

的习俗完全一样。

现代城里人给小孩子起名字是件颇伤

脑筋的事情，有的刚刚怀孕，或小孩还没有

出生，爷爷、奶奶或父母就开始查字典，翻

辞海，甚至到寺庙里找和尚帮忙，千方百计

起一个与众不同的、幽雅脱俗的、涵义深刻

的、能代表长辈心愿的、能给小孩带来好运

的、祥瑞的名字。当然，这都是人之常情，

可以理解。在斋堂镇，甚至在门头沟区，起

名的时间都比较早，比如小孩过“洗三”时，

或“过满月”时就起名字。但在爨底下村，就

没有一定的时间，愿意什么时候起，就什么

时候起。笔者调查中了解到，村民韩晓颜的

两个孙子都已经过了半岁，还没有起名字。

据说，什么时候报户口，什么时候起名字，

即使现在起了名字，但到了上学时，觉得不

好听，仍然可以改。爨底下村民给小孩起的

小名不是那种图吉利、非有某种涵义不可、

或象征着将来有什么大出息、或大福大贵的

名字，而是很一般、但又极有地方特色，与

村子原来的地理、自然环境密切相关。村民

认为，名字与山、石、树木相连，更能长命

百岁，好养活。该村地处深山，村落依山而

建，四周都是山，到处都是石头球蛋，出门

上坡下坡，山上有森林，过去，连村里都有

小树林，于是，小孩名字里都少不了这些现

成的字。不用翻字典，不用费脑筋，拿来即

用，比如给男孩起的名字，多为“球”、“蛋”、

“山”、“岭”、“坡”、“森”、“林”，如：“小球”、

“老球”、“大球“、“聋球”、“哑巴球”、“憨球”、

“小蛋”、“老岭”、“老山”。也有叫“老东”、“老

星”什么的，等到上小学时，再另起一个学名。

有的学名也很简单，前面加上自己的姓，中

间是在韩氏族谱中的辈份排序，后面加自己

的小名，如小名叫“老岭”的，则学名就叫“韩

巨岭”；小名叫“老森”的，学名就叫“韩孟森”，

等等。而给女孩起的名字就更普通了，多为

“老丫头”、“小丫头”、“大丫头”，过去，如

果家里总生女孩，就想方设法把女孩儿弄死，

比如给她大烟吃，如果没死成，则给这女孩

儿起名叫“大没死”、或“小没死”，“没”字的

发音是“mu”。建国后，给女孩起的小名就比

较文明了，如“大燕”、“大菊”、“秀英”等，

而今就更加文雅了，如“宇莹”、“雨晴”等。 

以“文革”为界，在“文革”前，女孩子起

学名同男孩一样，也严格按照辈份派序。“文

革”中村民给小孩起名有了明显变化。当时，

按照祖宗规定的辈份派序起名也属于“四

旧”，在“扫除”之列。受时代潮流的影响，那

个时期出生的孩子，与全国其它地区一样，

大都带有革命色彩，从此，爨底下村也抛弃

了按辈份派序起名的族规和俗规，有了“卫

国”、“建东”这样的名字的。文革后，一部分

男孩、女孩又恢复了按辈份派序起名的习俗，

但仍有村民随意给孩子起名，家长觉得什么

名字好听，就起什么名字，如“韩蕾”、“韩蕊”、

“韩岩峰”、“韩波”等。不过，为了加强孩子

对宗族的认同感，家长一定要让孩子知道，

他（她）是韩家第几代子孙，是哪个辈分的，

派序是什么，同时，有意识地让孩子记住韩

氏家谱。如小名叫“大军”，学名叫“韩军”的

人，在他向别人介绍自己的名字时，都不忘
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再加一句，“我是怀”辈的，是韩家第几代人。

对家族的认知意识都比较强。

村里人有叫小名的习俗，即使老了，岁

数很大了，也习惯叫他的小名。这是爨底下

村与斋堂镇及邻村不同的习俗之一。同辈人

对同辈人，长辈人对小辈人，都直呼小名。

当然，出于对长辈人的尊重，小辈人是不能

直呼长辈人的小名的，必须按照辈份，见面

叫“爷”或“奶”，一个字，或叫“叔”、（发音为

SHOU）、“伯”一个字，但背后称呼中仍然带

着小名，比如背后与某人谈话，提到韩晓裕

（小名叫“老裕”）时，即使是其本人的叔辈、

爷爷辈，也说“老裕”如何如何，或者说“老裕

叔”如何如何，而没有叫“老裕爷”如何如何

的。

Ⅲ 小结

古代中国是一个宗法社会，人们特别重

视传宗接代，即孔子所谓“不孝有三，无后为

大”。因此，生孩子也就成为每个家族的重大

事情。古时候在这方面就有许多繁文缛节。

据《礼记·内则》记载：先秦时代妇女临产前

要迁入侧屋去居住，丈夫每天两次派人去问

候。阵痛发生后，丈夫才亲自去问候，但不

能直接与妻子见面，必须通过接生妇来传话。

后世新生儿出生前后的礼俗大多脱胎于先秦

的礼仪。不过也有许多增删变化。比如：南

朝江南流行的抓周风俗。宋代流行产后三天

为婴儿举行“落脐炙囟”的仪式，称为“洗三”，

其含义是表示新生儿完全脱离了胎儿期，从

此正式踏上了人生的旅途。唐代以后民间还

有给新生儿做满月酒的习俗。唐高宗龙朔二

年七月，皇子李旭满月，赐铺三日。这是关

于做满月酒的 早记载。贞观五年(公元 631

年)，唐太宗颁布了一项救令，规定“文武官

妻娩月，并不宿直”。用现代的话说，就是在

妻子分娩后的一个月里，文武官员晚上可以

不值班。表明了这是对生育后代的重视。产

妇在“坐月子”这一过程中被作为照料的中

心，得到足够的重视和关注，体现了家庭的

支持和尊重。

有多位社会学大师都曾使用过“两分法”来概

括人类社会，即将人际关系划分为两大类，

“一种并没有具体目的，只是因为在一起生长

而发生的社会，一种是为了要完成一件任务

而结合的社会。”13例如腾尼斯的“通体社会”

和“联组社会”；迪尔凯姆的“机械团结”和“有

机团结”；库利的“首属群体”和“次属群体”；

吉登斯的“形成社会”和“组织社会”；费孝通

的“礼俗社会”和“法理社会”。在我所调查的

村庄，人们之间的关系显然更接近于库利的

“首属群体”关系，腾尼斯的“通体社会”关系，

费孝通的“礼俗社会”关系。这种关系的范围

已经由世世代代繁衍生息固定在一个小小的

自然村里。由此基础上形成的包括伦理观念

和行为规范在内的生活方式称之为村落文

化。村落中成员有在生活方面趋同的心理，

这在心理学上被称为“从众行为”，指团体对

个体心理和行为的影响，个人在团体中，因

受到团体的影响和压力，使其在知觉、判断

及行为上倾向于团体中多人数一致的现象。

团体成员都愿遵守团体规范，谁也不愿意成

为越轨者或“不合群者”。村落文化就是一个

造就从众行为的典型环境。在村落内部，女

人给夫家生儿育女，传宗接代，是至关重要

的事情，坐月子作为生育习俗的重要组成部

分，毫无疑问受到人们的重视。爨底下是一

个依山而建的小山村，村域面积只有 5.33 平

方公里，村落面积 1 万平方米，2007 年村内

居住 62 户共 103 人。全村都姓韩，世世代代

生于斯死于斯，是同一祖先的后代，村民之

间彼此非常熟悉，联系极为紧密，“胶着”在
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一起。生育习俗的普遍存在就是这种关系的

反映。在这个圈子发生的一切婚丧嫁娶事宜，

已经形成了固定的行为模式，内化在人们的

行为中，并形成了一种价值观念。人类学的

经典著作认为，对个人来说，价值观一旦形

成，就难以改变。14价值观的 奇妙的力量

在于，它能使生活在这个地球某个角落的某

一群人以为天经地义的事情，在另一群人眼

中变得不可思议；使某一群人以为不可或缺

的东西，在另一群人那里变得可有可无。例

如在中国，人人都要生儿育女，家家都要传

宗接代。生育期间每位产妇都要坐月子。与

此同时，生活在地球另外一些地方的一些人

群中，她们生完孩子满地跑，既没有饮食禁

忌也无行为禁忌。或许，爨底下村民的生育

习俗折射出中国人的生活方式中与其他种群

不同的一面。
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【編集後記】

ICCS 電子ジャーナル創刊号をお届けする．特集は 2009 年 12 月に開催した ICCS 国際シ

ンポジウム「現代中国の国際的影響力拡大に関する総合的研究」である．ここに掲載され

た諸報告論文を軸に，さらにこの問題の議論がより広い範囲で展開されることを願ってい

る．かつて「近代日本の歴史は，中国認識失敗の歴史であった．そして，この歴史は，現

在もなお，基本的に変わったとはいえない」（野村浩一）と言われてきたが，現在において

もなおその「失敗」を繰り返すということは，日本の「世界認識」そのものの跛行性を意

味する．「国際中国学」を標榜する ICCS が，学的研究対象は，たんに「国民国家」として

の「中国」（実はその存立形態それ自体が大いに問題であるのだが）ではなく，まさにこの

「国際」大の相互影響下において「天下」と同義的にイメージされ現れる「中国」をめぐ

る「国際学」でもある．この「中国」が名実ともに世界に覇権確立するには，温家宝首相

によれば，あと 100 年は時を要するものと自己認識されているようであるが，米中の文字

通りの狭間にある日本が，いずれかに吸収されて雲散霧消していくかもしれない緊張の中

で，物に凝滞しないよう，われわれの学的営為は続けられていくべきであろう．楚辞を残

すにも，まずその歌とリズムを忘れぬよう努めなければならない．（SN 記） 
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中国知识分子论 

―从 1980 年代到 2000 年代― 

许纪霖1 

●铃木规夫（主持人）：  今天，2010年度第

一次 ICCS政治外交研究会和爱知大学国际问

题研究所共同邀请许纪霖先生来为我们做报

告。我是爱知大学国际中国学研究中心 ICCS

运营委员、爱知大学国际问题研究所所长铃木。 

    许先生以 20世纪的中国思想史、知识分子

研究以及上海都市文化研究为自身的研究课

题，执教于华东师范大学，在中国也是一位十

分有名的教授。7月份，许先生作为 ICCS的客

员教授来到日本。随后，加加美先生也会做详

细的评论。如事先告知的内容一样，今天许先

生将就《中国知识分子论从 1980年代到

2000年代》这一课题，为我们做报告。 

    这一课题对于日本的知识分子来说也是非

常感兴趣的。在日本，这一时期“左翼”处于

从论坛上消失的状态。“左翼”也如文字所示，

陷入了“左翼”的状态。我们可以称他们为保

守派，也就是说，赋有新保守主义的倾向席卷

了日本的杂志论坛。虽然左翼性言论在知识分

子中处于渐渐消失的状况，但不知为何，至今

身处民主党政权主流位置的确是一些“以往的

左翼”。无论从政治构造还是从思想意识形态

来看，在思考知识分子的问题时，20世纪后半

期到 21世纪这一段时期对于整个世界来说也

确实是一个非常奇妙的时代。在美国，被称为

“新保守主义者”的人们基本上也都是 1960

年代的左翼，因此想必展开知识分子论也是非

常困难的。这和 1930年代思想意识形态构造明

确的知识分子论是不同的，因为知识分子论非

常复杂，无法进行单纯的区分。尤其是在中国，

1980年代到 2000年代的中国的知识分子又是

处于一种什么样的状况呢？难得许先生在日本

为我们做这样的报告，希望在座的各位能够结

合自身在日本以及其它方面的经验，踊跃地参

加讨论。 

    今天我们有充裕的时间，所以请大家积极

发言。那么，现在有请许先生为我们做报告。 

●许纪霖（报告者）：  首先我要感谢加加美

教授和铃木教授邀请我来参加本年度的 ICCS

政治外交研究会，并感谢两位教授给予我和大

家交流的机会。今天我想就 1980年代以来的

30年的中国知识分子的思想发展给大家做一

个报告。有关这一问题可以从许多角度来报告，

今天我主要想谈谈这 30年中国思想界发生的

一些变化。 

    我这里要做一个特别的说明，当代中国知

识分子分布在三个领域中。它们分别是理论界、

学术界和思想界。 

    “理论界”主要指的是，为中国共产党以

及政府官方意识形态服务的部门。例如中共中

央党校、中国社会科学院以及各地方社科院等

一些部门。第二个是“学术界”。即各个大学

以不同的学科为基础构筑成的搞研究的地方。

比如说历史、文学、社会学、政治学等等。 

講演録 
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    今天我想报告的是第三个领域，即“思想

界”。“思想界”只是民间性的，它不属于政

府和官方。这是思想界和理论界的一个很大的

区别。并且，思想界和学术界也不一样。思想

界讨论的不是被学问领域化的专业知识，而是

讨论一些重大的具有公共性的政治与社会问

题。思想界出版自己的杂志。最有名的则是创

刊 30年以上由北京三联书店出版的《读书》杂

志。现代思想界最初产生于 1980年代初期，在

此后的整个 1980年代形成了一个阵营，我把它

称为“启蒙的阵营”。但是，到了 1990年代，

这一“启蒙共同体”开始分裂，并形成了各种

不同的派别。最近 10年这一分裂越发激烈，并

且出现了一些新的变化。 

    今天我想向各位报告的就是这 30年间在

三个不同的年代思想界所发生的变化。这里有

一份中文的稿子，请各位参看。由于时间有限，

我将挑选一些重要的内容进行简单的说明。 

    第一，我想谈谈 1980年代。1980年代的

思想界，前后有两个运动。一个是“思想解放

运动”，第二个是“新启蒙运动”。1980年代

的“思想解放运动”出现于中共十一届三中全

会以后。这和邓小平改变毛泽东的路线，开始

搞世俗化的社会主义有关。当时中共党内存在

一批比较解放的知识分子，比如周扬、王若水、

王元化。党外则有李泽厚等人。当时，他们都

想在马克思主义的框架内搞一场“思想解放运

动”。 

    他们应用的是早期的马克思理论，即“异

化理论”。他们认为社会主义本身也会产生异

化，也会出现封建性专制。其最大的原因是放

弃了人道主义。因此他们高举人道主义的旗帜。

早期“思想解放运动”的核心成员都是一些持

人道主义的马克思主义者。但是，1980年代的

改革开放中出现了大量的问题。这些问题在马

克思主义的框架里面是解决不了的。 

    1980年代中期出现了一批新的知识分子，

他们开始发起了一场新的运动。这场运动当时

叫做“文化热”，现在叫“新启蒙运动”。“思

想解放运动”是在中共的体制内部发生的，而

“新启蒙运动”则是在中共的体制外、在民间

的思想界发生的。 

    1980年代的“新启蒙运动”中主要有三派

人。分别是“走向未来派”、“文化：中国与

世界派”以及“中国文化书院派”。《走向未

来》是一套由金观涛先生主编的杂志和丛书。

金观涛先生前几年来 ICCS做过访问教授。他毕

业于北京大学化学系，所以他强调的是用科学

来进行思想解放。所以，“走向未来派”被认

为是科学派，他们重视的是科学的理性主义。 

    第二派叫“文化：中国与世界派”。这也

是一套丛书，主编是甘阳。他们主要的成员来

自于北京大学和中国社科院一批年轻的人文学

者。由于他们更关心的是从西方的古典到现代

的各种各样的人文主义的思潮，所以也可称其

为“人文派”。 

    第三派是“中国文化书院派”。“中国文

化书院”是北京大学部分学者创办的一个民间

的书院（学术团体），哲学家汤一介为主管。

他们并不赞成在 1980年代比较主流的批判中

国文化传统的意见。他们对中国的传统文化更

怀有敬意，希望把现代化和传统文化结合在一

起。1980年代的这三派知识分子之间虽然有很

多争论，但是他们都属于一个共同的启蒙共同

体。之所以他们能处于同一个共同体是因为他

们当时有共同的目标和共同的敌人。所谓共同

的目标是指像西方那样的现代化国家，即市场

经济、民主政治以及个人主义的实现。而他们

的共同的敌人则是毛泽东留下来的传统的社会
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主义的制度及思想。以上是 1980年代的基本状

况。 

    1989年的“六四天安门事件”以后，其情

况发生了变化。经过 3年的过渡期，1992年邓

小平的“南巡讲话”以后，中国经济进入了高

速发展期。现代化的部分目标开始实现。例如

市场经济，从 1992年以后中国出现了市场经济

社会。市场经济本来是 1980年代的知识分子所

希望的，但是真正出现以后他们自己最先成为

了市场经济的受害者。当时有一些流行的说法，

比如说“造原子弹的不如卖茶叶蛋的”。所以，

知识分子在市场经济的大潮中被第二次边缘

化。这次是经济的边缘化。第一次边缘化是毛

泽东时代的政治边缘化。 

    1994年《读书》杂志中出现了一场非常著

名的讨论，即关于人文精神的讨论。当初，包

括我，一些上海的知识分子首先展开了这一讨

论。我们之所以提出这一问题是因为发现整个

中国弥漫着物质主义，而原来所具有的人文精

神却丧失了。 

    但也有部分知识分子不同意这一看法。他

们认为人文精神中国从未有过，何谓当代失去

人文精神了呢？比如当时有一位著名的作家王

蒙。他当过文化部长，当时他就责问人文精神

派说，“难道你们要回到改革开放之前吗？”

在市场经济的潮流面前，1990年代的知识分子

首先发生了分化，一部分知识分子开始拥抱市

场，而另外一些知识分子则开始激烈地批判市

场。 

    1996年底，汪晖在《天涯》杂志上发表了

《当代中国的思想状况与现代性问题》。这篇

文章挑起了一场更大的论争。从此中国思想界

分化为自由主义和新左派两派。这场论战持续

了三年多时间，它的涉及范围之广，参加的人

之多是这三十年中唯一的一次。经过这场论战

以后，中国思想界的知识分子发生了彻底的分

裂。这种分裂可以分为几个方面，分别是利益

的分裂、目标的分裂以及知识结构的分裂。 

    首先，中国知识分子的利益开始分化。1990

年代中期以后，中国经济高速发展、社会急剧

动荡，开始出现了两极分化。那么，知识分子

究竟应该代表谁的利益呢？这在知识分子的内

部发生了两极化的倾向。 

    一部分知识分子认为，中国的现代化需要

中产阶级，中产阶级代表了最先进的生产力，

所以知识分子应该代表他们的利益。这部分知

识分子很多是经济学家，身处经济学界。所以，

中国很多经济学家同时也是很多著名公司的董

事。 

    但是另外一部分知识分子并不满意在社会

急剧发展中社会底层所受到的伤害。这些人中

有些是新左派，也有些是自由主义者。他们认

为他们应该为底层民众说话。 

    还有第三种意见则认为，知识分子不应该

代表别人的利益，最重要的知识分子要代表社

会普遍的正义和良知。 

    所以我们看到，1990年代中期以后中国知

识分子在利益上已经完全分化，它不再是一个

统一的共同体。 

    第二个分化是知识分子的知识结构的分

化。1980年代，启蒙的知识分子读的书都大同

小异。所以，他们的知识结构是相似的。但是

到了 1990年代以后，大量的西方的思潮被介绍

到中国，然后各种各样的“主义”也随之进入

了中国。因此，不同的知识分子都有自己的主

义以及自我独特的理论。他们各自相距甚远的

知识结构已使得他们无法展开对话。于是，1990

年代后期的争论中出现了更多彼此间的误解。

这种误解和各自的理论背景是有关联的。 

   第三个分化是各自目标的追求上的分化。原

本在 1980年代，他们拥有一个共同的目标，即

西方那样的现代化，但是到了 1990年代，他们

在对西方的态度上也发生了变化。 

   在新左派看来，西方不仅是一个值得学习的

目标，而且是一个需要批判的对象。新左派追

求的是一种新的理想，当时他们称之为“自主

创新”。 
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    所以到 1990年代末，中国思想界的知识分

子已经完全分裂了，共同的启蒙共同体已不复

存在了。本来从 1980年代一路走来的启蒙知识

分子许多彼此间都是朋友，而到了 1990年代末

都已成为了敌人。他们相互间不仅有观点上的

分歧，而且连感情都发生了分裂。所以，一旦

发生什么事情问的是“你站在哪一边？”，而

不是“这一事情的是非是怎样的？” 

    我特别想强调的是，我们不能说中国知识

分子在涉及到中国改革问题上只有两派人，一

派为自由主义，另一派为新左派。这是一个比

较单纯性的理解。 

    在我看来，在涉及到中国的发展和改革的

问题上，中国思想界目前有五个派别。 

    第一派可以称之为“发展主义”。他们主

要是一些像北京大学著名的经济学家厉以宁那

样的自由主义经济学家。在他们看来，中国最

重要的是要建立自由的市场经济，而政治改革

可以放到下一步再考虑。所以，发展是最重要

的，其它问题都可以在发展后解决。这部分的

意见和中共政府的主流意识形态有重合的部

分，同时他们也代表了相当多的经济学界精英

们的意见和利益。 

    第二派是海耶克（Friedrich August von 

Hayek）式的自由主义者。这些自由主义者可以

说是“政治上的自由主义者”。在他们看来中

国不仅需要市场经济，而且还需要现政民主。

他们认为中国的问题是，权力没有推出市场，

借朱学勤的话来说是“有一只看得见的脚干扰

了看不见的手”。“看不见的手”指的是市场

经济，“看得见的脚”指的是政府的权力，在

他们看来，那只“看得见的脚”干扰了那只“看

不见的手”。所以他们核心的要求是要中国尽

快地实行政治改革，建立宪民主政治，让政府

退出市场。 

    第三派是“新左派”。新左派认为中国今

天的问题主要来自于资本主义。即中国接受了

华盛顿的新自由主义的这套理想。在新左派看

来，中国今天已经被资本主义化了，所以最重

要的是要克服这种西方式的资本主义，重新回

到社会主义的传统。他们所说的社会主义传统

一部分来自于西方的左派理论和思想，另一部

分则来自于毛泽东的社会主义传统。 

    第四派，我把它称为“左派自由主义”。

这和我刚才说的海耶克式的自由主义的区别在

于，他们认为不能完全靠市场，同时还要靠国

家力量的调节。他们相信的不是海耶克而是罗

兹。也就是说，中国不仅需要自由，也需要平

等，这两个价值都是中国所需要的。这些自由

主义，我们也可以把他们认为是中国的社会民

主主义者。他们赞成立宪民主政治，但是认为

同时还需要公民的政治和公民的文化。 

    最后一派是“政治的保守主义”。这一派

在 1980年代末和 1990年代初曾经以新权威主

义的方式出现过。到了 1990年代末以后，政治

上的保守主义出现了一些新的形式和新的代表

人物。 

    举一个最新的例子就是，在几年前有一个

学者曾经写过一篇很有影响的文章。那篇文章

叫作《民主是一个好东西》。这个作者是中共

中央编译局的俞可平。俞可平一直被传说是胡

锦涛的高级顾问。他这两年不再提“民主”，

而开始提另外一个概念，叫“善治”。“善治”

和“民主”不同。民主的重点是人民的统治，

“善治”则是统治者如何更好地进行良好的统

治。如何良好地代表民众的意见和利益，我们

知道这都是儒家政治的传统。这样一种政治的

保守主义过去只是出现在中共政府的理论界，

但是这几年也开始在民间的思想界流行。 

    所以，介绍了以上五种派别以后，我们就

可以发现关于对待中国的问题上，中国的知识

分子已经出现了非常严重的分歧。这种分歧不

仅表现在宏观的理论里，而且在几乎中国所有

的问题上都有严重的分歧。在中国，1980年代

出现的启蒙这一理想到今天尚未实现和完成，

而且受到了更加严峻的挑战。这个挑战主要来

自以下三个方面。 
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    第一个挑战是国家主义思潮的挑战。我们

知道，启蒙强调的是个人，但是国家主义强调

的是国家的发展。这几年来有一种声音在中国

越来越强烈，即“中国的崛起”。中国崛起在

一部分人看来就是国家的崛起，就是国家的实

力的加强，所以国家的问题这几年成为中国讨

论的一个非常核心的问题。1980年代讨论的核

心问题是“个人”。1990年代由于社会分化以

后，讨论的问题则变为“阶级”。而这几年，

“国家”这一问题越来越突出，成为争论的对

象。 

    启蒙的第二个挑战来自于古典主义。前几

年，出现了一位很有名的人物，她在中央电视

台讲孔子和庄子。这个人叫于丹。于丹是北京

师范大学传播学院的一位年轻的教授。她用非

常时髦的方式给大家讲《论语》和《庄子》，

被称为“心灵鸡汤”。她的书在中国发行到了

几百万册。之所以有这么大的影响，最重要的

是因为这几年城市的人开始富裕了，但是有了

钱以后，心灵却出现了空虚。很多人希望从古

典的哲学和宗教中寻找精神的寄托，所以出现

了古典主义热。 

    这个热表现在两个方面，一个是中国古代

经典热，比如说从孔子的思想到庄子的思想、

从老子的思想到佛教的思想等等。另一方面是

西方古典热。西方古典包括古希腊和基督教。

不论是中国的古典主义者，还是西方的古典主

义者，他们都激烈地批判现代性。所以他们这

些人和 1990年代所出现的文化保守主义是不

一样的。最初的文化保守主义者或承认现代化

人考虑的是怎么把儒家文化和现代文化结合起

来。但是今天的这些保守主义者认为现代主义

者的所有一切都是错误的。他们想用回报古典

的方式来建立另外一种现代性。 

    启蒙的第三个思潮是文化相对主义。在

1980年代中国的知识分子以为现代性只有一

种，即西方的现代性。但是今天有很多文化相

对主义者认为太阳不是只有一个，而是有多个，

中国可以完全走一走和西方不一样的道路，也

就是说中国模式是存在的。 

    刚才谈到的这三种思潮相互间不是孤立

的，而是有相互结合的趋势的。它们表现为三

个特点。 

    第一个特点是，它们共同的目标是要落实

在“中国崛起”这个问题上。不管是激进的新

左派思潮还是保守的国家主义思潮都存在这一

倾向。 

    第二个我们发现激进的新左派思潮和保守

的国家主义思潮之间开始建立了同盟的关系。

这是因为稳健的国家主义正向保守的国家主义

发生着改变。 

    去年中国有一本书叫《中国不高兴》发行

了 50多万册，它很能代表这样一种民族主义情

绪。这本书所讲的核心问题就是中国要成为一

个强国，在世界上崛起，要带着宝剑去做生意，

叫“持剑经商”。中国的象征不再是拥有古老

的文明，而是中国今天是一个有实力有资格表

现出自己不高兴的一个国家。 

    第三个转变是从原来关心国家的内部问题

转向了关心国家与世界外部的关系。 

    所以说中国思想界的变化是相当巨大的，

和 1980年代相比完全是两个不同的面貌。这些

思想不仅停留在观念形态，而且有些开始影响

到中国高层的决策。 

    在中国的政治改革、经济改革以及民族的

各种问题上，这些问题的背后都有一些具体的

理论分析。这些不同的思想可以证明未来中国

的发展有多么多的可能性。所以今天中国面临

的复杂性也是历史上少有的。我们通过这 30

年思想的变化也可以来更深刻地理解未来中国

各种变化的可能性。 

    以上是我的报告内容。以下希望听取各位

教授的意见和批评。谢谢大家！ 

●铃木（主持人）：  十分感谢！接下来请加

加美先生做点评，然后进行全体讨论。 
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●加加美光行（讨论者）：  那么，我先来做

一下点评。首先，我想谈一下有关 1980年代后

半期的“新启蒙运动”以及“文化热”问题。

众所周知，1980年代后半期的“文化热”和“新

启蒙运动”最终导致了 1989年的“六四天安门

事件”。那么，为什么 1980年代后半期的“文

化热”和“新启蒙运动”会引起如此之大的悲

剧？ 

    其根本的理由是“新启蒙运动”以及他们

的讨论产生了和中共中央的领导者对话的势

力。赵紫阳是其代表性的人物。“新启蒙运动”

和学生的民主化运动有一定的连动性。正如刚

才许先生所说，在当时的“新启蒙运动”和“文

化热”中，其启蒙具有共同点，存在认识上的

共同体，这是一个非常大的问题。 

    例如，1986年末以后，以方励之为首的全

国 150多所大学的学生发起了民主化运动。当

时香港的杂志《争鸣》报道了胡耀邦和学生之

间的民主化运动的悲剧。当时的学生游行受到

了胡耀邦等人的同情。1986年末，以邓小平为

首的中央领导人对此做了批评，1987年 1月，

胡耀邦辞去了总书记的职务。1989年的“六四

天安门事件”引起了一种新的状况。有关官僚

腐败问题，北京师范大学的学生在天安门广场

暴露了中央领导人太子党的腐败官僚的名单。

从 1978年末开始的中国学生的民主化运动到

1989年的“六四天安门事件”的最后阶段出现

了一种新的变化。这就是有关民主的概念问题。 

    一般来说，对民主化的理解包括自由主义、

公民权、市民权和自由权。北京美术学院的学

生在天安门广场建了一座自由女神像，向人们

表述了自身对自由权的重视。但是，这一民主

的概念只包括自由权吗？1968年，国联采纳了

《国际人权条约》，其中记录了民主和人权这

两个概念。其一是自由权，其二是社会权。美

国的林肯总统宣布了《解放黑人奴隶宣言》。

《解放黑人奴隶宣言》中规定黑人可以享受公

民权和自由权，但是直到 1960年代为止，一直

没有实行公民权。究其原因，黑人没有社会权。

黑人不能享受教育权和医疗权，而且没有任何

的社会权。没有社会权就意味着自由权是一个

毫无意义的概念。 

    1989年的“六四天安门事件”时，许多民

众参加了民主化游行，这是一个事实，但是中

国政府却没有在公共场合承认过。我想通过这

次的会议向在座的各位澄清一下这一事实。 

    为什么我要提这个问题呢？因为 1980年

代和 1990年代以后的新自由主义或者是新左

派以及其它各种争论都有他们的派别，1980年

代后半期的“新启蒙运动”和“文化热”具有

本质上的区别。 

    第一，这些争论在自身的派别以及许多文

化和思想界有一定的影响，而对于维持日常生

活的农民和劳动者来说，他们对这些争论几乎

一无所知。第二，刚才许先生强调了国家主义

和其它一些新保守主义改造了中国，的确国家

主义和其它一些新保守主义对中共中央的领导

人产生了一定的影响。 

    然而，就 1980年代后期的状况来说，胡耀

邦和赵紫阳和“文化热”并没有直接的关系。

但在中共中央产生了反响，更进一步地说，这

些影响在中共中央的领导人中引起了矛盾。有

关这一点，我完全赞成刚才许先生所论述的内

容。 

   刘宾雁和李泽厚也如此。张琢先生所属的中

国社会科学院，不是所有人但大部分人都参加

了天安门事件，并受到了影响。天安门事件以

后，部分参与“文化热”的知识分子在单位受

到了批判。也就是说，思想界的争论不仅影响
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了中共中央，不只是知识分子，连草根的普通

劳动者和农民等民众也参与进去了。有关生活

在草根社会中的农民，公安在中国人民大学的

公布显示，2009年一年发生的农民暴动达到了

数万件。他们所要求的都是刚才所提到的社会

权。 

    本来社会权和自由权是不能分开讨论的。

刚才许先生所讲的近年思想界的争论在中共中

央引起了一定的反响。但是，在我看来，当今

思想界的知识分子并不那么轻率，他们希望得

到中共中央领导者的支持。如果追究中共中央

领导者的支持的话，参加争论的所有的知识分

子就会面临一定的危险性。这一点包括许先生

在内，想必大家都是很明白的。 

    另外一点，因为处于“文化热”时存在着

共通性，所以启蒙的共同体才得以实现。然而，

为什么当今却无法形成一种共同体呢？这是因

为，参加争论的知识分子的观点中出现了很大

的分化。因此，无法形成共同体。 

    但在我看来，从理论上说，意见的分化和

态度的分化是很自然的，即使以意见和利益的

分化为前提，也有可能追究共同体的形成。真

正的共同体是，参加共同体的所有成员都必然

存在利益、认识和意见上的分化。即使将意见

和利益的分化作为前提，也可能形成共同体。 

    然而，为什么没能形成共同体呢？其原因

又是什么呢？我不认为意见的对立是其理由。 

    在我看来，恐惧心才是其原因。如果形成

了共同体，其力量就会太强，因此会有被镇压

的可能。这是我的主观意见，不知许先生是否

同意？无法形成共同体的原因是因为思想界的

力量太强烈了。目前这种力量恰到好处。如果

共同体形成的话，其力量就会过于强烈。这只

是我的主观意见。其理由是，“六四天安门事

件”给予我们以这样一个教训。 

    前不久刚过世的沟口雄三教授和我曾进行

过为期 6年的共同研究，教授最后的愿望和我

的期待是一致的。那就是制定知识共同体，不

仅在日本和中国之间，而是要建立一个全世界

的知识共同体。但是，他突然过世了，我也病

魔缠身。不知是否还能实现这一理想？当然，

我对中国的思想界寄予很大的希望。但是我也

深深地体会到，目前中国的知识分子并不怀有

建立共同体的意愿。为什么会这样呢？许先生

的报告给了我们其回答。以上是我的评论。 

●铃木（主持人）：  谢谢加加美先生的点评。

首先请许先生对加加美先生的发言做一个回

应，然后再继续我们的讨论。 

●许（报告者）：  谢谢加加美教授精彩的点

评。那么我想简单地做三方面的回应。 

    首先，我很赞成加加美教授指出的要区别

自由权和社会权的这一观点。大家知道 1989

年的“六四天安门事件”争取的主要是自由权，

是一些比较抽象的权力，但是今天的确可以看

到中国出现了各种各样的农民以及工人的罢

工、农民抗争的事件，他们提出的都是一些很

具体的要求，这是社会权。 

    关于这个问题前不久哈佛大学燕京研究所

（Yenching Institute）的政治学教授伊丽莎

白・培礼访问上海时也和我进行了讨论。她是

专门研究中国下层阶级社会运动的，她的看法

是，今天农民和工人的事件并不构成对共产党

核心权力的挑战。因为他们要求的是在法律下

的一些具体的权力，而不是像 1989年那样抽象

的改革的要求，也不是宏观改革方面的要求。 

    我同意培礼教授的看法。我认为未来中国

的危机不在农村而在城市。之所以中国未来的

危机在城市是因为近几年中国出现了一种新现

象，即“中产阶级的贫困化”现象。 

    中产阶级原本是社会稳定的基础，但是由

于这几年中国的房价狂涨，使得很多中产阶级

发现他们的经济状况也不理想，处于一种边缘

化状态。也就是说他们也买不起房子。而这些

受过良好的高等教育的、买不起房子的中产阶

级，一旦他们提出要求，他们的要求不会仅仅

满足于社会的要求，还会进一步提出他们的自
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由权。所以，未来中国推动这一改革的可能不

会像 1989年的大学生，而会是城市里的一些白

领阶级。 

    第二个问题是关于“启蒙思想运动”和上

层的关系问题。这样一种关系的确不是直接的

而是间接的，有些知识分子他们关心的是怎么

把一些想法送到中南海以影响决策。但是更多

的知识分子是把自己的想法通过传媒来影响社

会、影响决策。现在中共也开始意识到政治的

合法性不能仅仅来自于人民的生活，而且也需

要来自民意的共识。所以，借助公共舆论来影

响政治现在也成为知识分子和政府沟通的一种

新方式。 

    第三个问题，也就是知识分子共同体问题。

我很赞成加加美教授和沟口雄三教授这种期盼

有一个知识的共同体的愿望。事实上要求目前

的知识分子在意见和利益上达成一致是非常困

难的。但是这并不影响他们可以成为一个共同

体。 

    虽然这么说，但这需要一个前提。也就是

说，大家都要承认除了利益和价值，还有一种

更重要的东西，那就是公共理性。因为只有具

有公共理性之后，才能讨论一些非常有分歧的

问题。但是在当今的中国知识分子内部这一共

同的理想还没有完全建立起来。所以一旦发生

分歧，就会出现全面的分歧，甚至人际关系也

完全破裂。所以我对当今的知识分子已经没什

么期待了，我期待的是坐在那儿的一些下一代

的知识分子。 

●张琢（提问者）：  我有一个问题。您有没

有对中国的知识分子从近代到现代进行过“划

代”？您所讲的“下一代”是指哪个年龄段？

大概是第几代？ 

●许（报告者）：  鲁迅和李泽厚都曾经对近

代以后的中国知识分子划过代，我自己也对此

做过研究。我是把近代以后的知识分子分为六

代人。首先，以 1949年为轴，分成前三代和后

三代。1949年以前的知识分子以“五四运动”

为中心，分为“晚清一代人”、“五四一代人”

以及“后五四一代人”。1949年以后的三代是

以文化大革命为中心的。第一代人被称为“十

七年的一代”，这儿的十七年指的是 1949年到

1966年。第二代人就是“文革的一代”，即红

卫兵一代。第三代是“文革后的一代”。但是

事实上从文革到今天已经过去 30、40年了，又

产生了两代人。比如今天中国经常会出现一个

名词叫“80后”，即 1980年以后出生的年轻

人。 

●加加美（评论者）：  有关发展权的问题，

原先在 1960年代后半期到 1970年代国际学术

界中出现的从属理论和中心边缘理论对此产生

了很大的影响力。发展中国家主要受到了发达

国家的开发援助，当这一发展的可能性达到一

定的水平以后，从属的关系就无法脱离了。发

达国家和发展中国家间的贫富差距不断拉大，

发展中国家无法实现高度的发展。1970年代后

半期开始了 NIES的开发，1980年代又开始了

ASEAN的发展，最后是 1990年代开始的中国的

高度成长，特别是刚才许先生提到的 1992年邓

小平的“南巡讲话”以后。现在印度也开始了

高度的发展。 

    1987年，国联总会采用了一个决议。这就

是发展中国家可以享受所有的发展权。部分人

相信从属理论，如果发展中国家开始高度成长

的话，必定会引起大规模的环境污染，造成重

大的能源问题，所以发达国家对发展中国家的

发展提出了异议。中国在“六四天安门事件”

以后，在人权方面受到了发达国家的批判。于

是，1991年，中国政府发表了《人权白皮书》，

在此表明中国是有发展权的。 

    此后，1992年邓小平发表了“南巡讲话”，

提出了“发展才是硬道理”。这些都是 1987

年的国联总会的发展权，以及 1991年的中国的

《人权白皮书》中中国表示有发展权的延伸，

这样邓小平才在中国的南方视察讲话中提出了

发展才是硬道理。 
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    许先生在报告最后强调了发展主义和国家

主义，发展主义是否有其出路？我想应该是有

的。去年年末在爱知大学召开的研讨会上，我

强调了发展和开发原本是应该区别开来的。在

英语中，将两者都翻译成了“development”。

“开发”是他动词，而“发展”则是自动词。

作为一个自动词，“发展”则应具备保护发展

的主体性，而“开发”则是一个他动词。开发

不能没有开发的对象。开发有其主体和客体上

的区别。 

    在进行西部大开发时，住在西部的人们不

能发挥其主体性，而只是接受着外部开发的资

本和资金，所以是被动的。如果只是被动而不

是主动的话，就会出现环境污染等众多的矛盾。

另外，如果不承认发展主义发展的主体，那么，

这在概念上不应该称为发展主义，而应称之为

开发主义。这就是我的意见。原本开发和发展

是有区别的，发展主义的实际意义和作用是开

发主义。开发主义完全忽略了当地人民发展的

主体性。这就是我说的这不是发展主义，而是

开发主义。 

●铃木（主持人）：  谢谢。加加美先生的论

点十分重要。那么，让我们回到知识分子的话

题。 

    刚才许先生提到了将希望寄托于下一代的

公共理性上，在人类史中讨论知识分子时，很

少有超越人际关系的知识分子论。不论在欧洲、

美国还是日本，知识分子中都存在着谁和谁关

系不好、谁和谁关系好，在此我们所感兴趣的

并且想向许先生赐教的是，在您所知道的目前

的中国，谁为什么会这样？如果可能的话，请

做详细的解释。另外还有一点就是中国是否存

在知识分子论的普遍性？并且这种知识分子论

还面临着是否可以和日本、美国以及欧洲的讨

论相结合的问题。就刚才加加美先生提到的理

论来说，对于知识共同体的看法在各个地方展

开着各种争论，中国的知识分子有何种程度的

自我意识？是否知道自身讨论的问题对世界具

有普遍意义？如果许先生能结合这些问题来给

我们做一些解释的话，那就更有意思了。这样

就可以将刚才加加美先生所说的发展问题以及

如何普遍地作为世界的问题来考虑这些问题结

合起来了。如果可能的话，请将加加美先生和

我的问题结合起来，做一个回答。 

    那么，会场的参加者中有没有想提问的

人？如果有的话，我们稍后请许先生一并作答。 

●高明洁（提问者）：  我有一个问题。像我

这样在国外搞中国研究的研究者其实是非常痛

苦的。其痛苦的原因也许和加加美先生刚才提

到的开发和发展问题有关。因为我们中国学者

应用的社会学的概念实际上都是以西方的学术

概念为基准的。我们现在是在用西方 18世纪或

19世纪的学术概念解释着中国目前 21世纪的

现状。尤其是中国的社会学从1950年代到1980

年代初期中断了 30年之久，那么这是否也能用

西方的学术概念进行解释呢？的确，中国的学

术和西方学术有 100多年的差距，从这一现实

来看，我们这些中国研究者就是被西方开发的

对象。有关这一问题许先生是如何考虑的？ 

●学生（提问者）：  刚才加加美老师还有各

位老师都提到了公共理论问题，而且许老师刚

才也说到寄希望于下一代。但是下一代的年轻

人是生活在上一代的知识分子的包围中的。为

什么公共理性无法在上一代形成？对于上一代

无法解决的这种公共理性的氛围，我们下一代

又该如何摆脱这种束缚呢？ 
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●虞萍（提问者）：  我想就刚才许老师对加

加美老师的点评的作答内容做一个确认。您刚

才说，就目前中国的情况来看，未来中国，与

其说农村问题严重，不如说城市问题更为棘手。

并且您谈到在目前中国的城市问题中“中产阶

级的贫困化”问题尤其严峻，其原因之一为房

价的飙升。那么是否只要解决了城市的房价问

题，城市问题就能得到缓解？另外，您对“中

产阶级”这一概念是如何理解的？因为据我所

知，在中国对“中产阶级”有各种界定方式。

有些是根据个人的收入来定位中产阶级的。您

又是怎么看待这一问题的？ 

●学生（提问者）：  我想提一个很简单的问

题。海耶克式的自由主义和罗兹式的自由主义

可以在目前中国的经济体制和政治体制中自由

地展开讨论吗？ 

●铃木（主持人）： 美国和日本面临着“中

产阶级消失”的问题。“中产阶级消失”也就

意味着“民主主义的危机”，在美国是一个被

普遍讨论的问题。具有同样危机感的中国是否

也展开讨论了呢？我对此非常感兴趣。 

●许（报告者）：  谢谢各位的提问。问题挺

多的，我尽量一一做简短地回答。 

    首先就是关于中国的知识分子问题具备不

具备普遍性。我想说这肯定是有的。因为在我

看来，如果没有普遍性的特殊性，这个特殊性

就没有意义或者意义是不大的。中国知识分子

现在考虑的问题当然主要是中国的问题，但是

这些问题实际上也是和其他国家、民族碰到的

共同的问题是有关的，这里面涉及到一些现代

性的问题。 

    例如，“是发展优先还是人权优先？”“是

自由更重要还是平等更重要？”这些问题并不

是说其他国家包括发达国家已经解决的，他们

也同样面临着这些问题。在这些问题上中国有

一些独特的问题表现方式。也就是说，中国是

一个大国，如果中国真的有一种方式可以解决

其问题的话，那么，中国会对世界其它国家产

生很大的影响。 

    曾经有一位美国的教授非常忧虑地和我谈

过这一问题。他说如果中国最后可以证明不要

西方式的民主就可以满足一般民众的发展和希

望的话，那么，众多发展中国家就会不去学美

国，而是来学中国。但用加加美教授的概念解

释的话，它只是开发，而不是发展，它缺乏主

体性。世界上不同的民族都有自己的个性，但

是就一般的人性而言，差别并不那么大。我想

中国的问题也可能是世界的问题，中国的未来

也肯定和世界、特别是东亚的问题密切相关的。 

    第二个问题就是如何超越西洋理论这一问

题。确实，今天我们用的都是西方的概念，而

研究的却是非西洋的问题。现在也有不少中国

学者说要把西方的概念抛在一边，要用中国自

己的学术概念来说明解决中国的问题。但是在

我看来，这几乎是不可能的，因为我们不可能

抛开西方的概念来描绘现代社会生活的各个概

念。我们现在可以看到，越是那些将理论和概

念应用广泛，它的内涵实际上就变得越复杂。

这就意味着，我们即使用西方的概念也能比较

成功地来研究中国的问题，只是我们不能把这

个概念的西方的内涵简单地驾套于东方社会。 

    过去日本也吸收了中国的儒教，但是日本

的儒家和中国的儒家非常不同，它能够提供和

描述当时日本的一套价值观。所以在我看来，

今天我们可以继续用西方的这些概念，而这些

概念是便于进行国际理解的，但是我们可以赋

予这些概念以新的内涵。 

    第三个是有关中产阶级的问题。如果以收

入为基准的话，中产阶级占中国总人口的比重

现在可能有 14%左右。但在我看来，中产阶级

不是一种收入的概念，而是一种与意识形态相

关的文化的概念。通常中产阶级认为自己相对

来说是体面的，相对来说是比较成功的。 
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    问题在于，当今中国不少城市中的中产阶

级，自以为是中产阶级的人有很强的挫折感，

他们认为自己是失败的。去年中国有一部非常

流行的电视剧叫《蜗居》，讲的就是这个问题。

也就是说，过去这些年轻的白领是比较自豪的，

今天他们却有许多不满。当然能不能买房子、

是否买得起房子是一个很重要的标准。要解决

中国高房价问题是非常困难的，房价如果继续

上涨，这些中产阶级恐怕会有更大的不满，会

造成很大的经济危机。但是如果房价急剧下跌，

地方政府就要破产，而又会使得相当一批靠贷

款买房的中产阶级出现负资产。所以，今天城

市的问题、中产阶级的问题开始出现，越来越

多的经济学家、社会学家开始讨论这些问题。 

    中产阶级的要求比一般的农民要高得多，

他们不会只有经济上要求，还会有政治以及文

化上的要求。香港这几年民主化的要求尤为高

涨，今年出现了年轻学生用暴力的形式来攻击

政府的事件。这是史无前例的。这也和新一代

中产阶级的出现有关。所以，今天在城市里民

主的压力也是非常大的，只是没有一个事件让

它表现出来。 

    第四个问题，是关于公共理性是否寄希望

于下一代这个问题。的确，形成这样一个知识

的共同体需要几代人的共同努力，不能仅仅寄

希望于下一代。改变一个制度一夜间就可以实

现，但是改变风气需要三代人。所以有一种戏

言说“做中国人要有耐心”。 

    最后一个问题是中国能不能公开地讨论海

耶克和罗兹的问题。在中国，从学术角度可以

讨论任何问题，但是你不能把它作为一个政治

问题来讨论。比如你从海耶克开始批评中国的

政治制度，那就不允许了。 

    所以中国今天出现了一个非常有趣的现

象，就是“重要的不是你说什么，而是怎么说”。

所以有时候阅读中国学者的文章是比较累的，

因为很多人是在用学术的方式讨论政治问题，

政治的意见隐藏在学术语言的背后。 

●铃木（主持人）： 谢谢！就许先生现在作

答的内容，大家是否还有什么疑问？ 

●学生（提问者）：  从“六四天安门事件”

以后，我感觉大学里面的言论被控制得特别严

格。举一个简单的例子，比如说我们用 QQ在网

上聊天，小组里大家说一些话，讨论一些问题，

有时会发一些牢骚。这时候，就会被警告这些

话不要在公共场合说，很多人都会盯着你的，

可能会有人报告老师。他们不一定会批评你，

但可能会有一个黑名单会注视你，当然不对你

产生多大的影响。所以作为一个学生，我就会

觉得，他们都盯着呢，我还是尽量老实点儿吧。

我反而感觉“六・四”之前的知识分子很有追

求，敢于说很多东西，反而现在的大学生，好

多都是被压抑的。我想知道许老师对这一问题

有什么看法？ 

●学生（提问者）：  我想谈一下有关汪晖事

件。其实，我并不想谈论汪晖事件的本身是怎

样的，但是通过这个事件，在发生到现在已经

经过了比较长的时间了，但中国国内的知识界

还在争论，甚至是论战。并且这个事情又牵涉

到其它很多学派之间的左右之争。就感觉中国

的知识分子对自己的学界里出现的一些问题都

不能解决好。那么他们又怎能有能力或者说有

承担解决社会和国家问题的责任呢？ 

    另外还有一个问题，老师刚才提到的知识

分子和学者之间的公共交往的问题。近代中国

有戏院和沙龙有咖啡厅这些公共的场合，给知

识分子提供了面对面交往的平台，而汪晖事件

则是在媒体的论战中展开的。当知识分子之间

没有形成面对面的理性的平台时，问题就很难

解决。虽然这次事件的当事人汪晖一直没有出

来表态，但是通过这一事件，我对“中国知识

分子的公共空间到底在哪里”这一问题深表疑

虑。 
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●加加美（讨论者）：汪晖问题没有进行面对

面的谈话，结果缺乏了公共性，以至于这场争

议还在无限制地进行着。 

●铃木（主持人）： 近代株式会社的投资、

民主主义也具有以咖啡厅为契机形成的历

史„„。 

●学生（提问者）：  我也想说两句。现在在

中国看新闻的时候，经常会看到一些专家对某

个事件进行评析。但是这时候出现的专家有时

就体现了政府没有诚信的行为，我觉得老百姓

对此还可以接受。但很多作为权威的专家，他

们在众目睽睽之下居然提出很多荒谬的言论，

就让普通人也会觉得很荒谬的言论。 

    例如，自行车的污染要远远大于汽车。专

家论证有可能背后是为了让更多的人去购买汽

车，以驱动国内的消费。如果政府提出一些不

现实的理论的话，还可以接受，因为它背后涉

及到消费。但是作为专家，作为一个知识分子，

完全不顾及自己的人格在公开的场合提出一些

荒谬的、或者说作为利益代言人的公开的言论

的话，这就无法接受了。 

    中国知识分子的蜕变是怎么发生的？我们

是不是有必要让知识分子来反省自身？还是应

该让社会来影响他们？或者说刚才提到中产阶

级的概念，很多是以经济的标准来评判的，我

们能不能在中产阶级的概念中加入一个道德问

题呢？ 

●浅井正（提问者）：  结合大家的提问，刚

才加加美先生提到的中国的《人权白皮书》，

作为一个律师，我认为有了国家就有人权，这

是一个非常明确的问题。刚才许先生说中国的

人权和欧洲的人权完全不同，这使我大为吃惊，

从某种意义上来说，这也是一种让我深受感动

的话语。有关这一点，中国当今的知识分子和

中国政府到底是以一种怎样的方式来看待这一

问题的？如果用辩证法来解释的话，“有了国

家才有人权”，这到底是正确的，还是错误的？

是否有“应该怎么办？”这一问题的定义？希

望许先生能够结合刚才大家的提问做一些解

释。 

●铃木（主持人）：  一般来说，在欧洲有了

国家就等于有了人权。为了和基督教势力进行

对抗，近代国家成立时就对抗性地出现了“人

权”这一概念。基督教团体或是其他什么团体

呼吁人权的话，在欧洲史尤其是法国史看来是

一个十分荒唐的讨论。慈善团体对人权，例如

基督教团批判“中国的人权镇压”时，在欧洲

的知识分子看来是不可理喻的。也就是说，不

应该从教会一方出发，以“人权”这种形势出

台其实是近代国家言说的一种延续。 

●许（报告者）：  问题很多，我尽量做简短

地回答。 

    第一个是有关大学的问题。你说的这个问

题我个人认为是过分的恐惧症。因为在中国的

言论自由问题上，我们应该承认比 1980年代有

进步。关于言论自由这一问题，我们要分私人

空间和公共空间这两个不同的部分进行分析。

在私人空间这一部分，实际上中国是一个比较

自由的国家。你在我面前可以自由地批判政府

或国家领导人。但在公共空间里，你要把一些

观点公开发表甚至付诸于行动，那么这方面依

然控制得很严格。 

    第二个问题是关于专家的评论缺乏公共的

信用，他自己完全被利益化的这一问题。哈贝

马斯在谈到公共领域时说，到现在为止公共领

域碰到两个威胁，一个来自于权力，另外一个

来自于金钱。这两个问题在中国的媒体特别严

重，很多专家之所以说这些话不仅是专家被收

买了，实际上媒体也是被收买的。 

    举一个最近的例子。最近在长江流域出现

了一次很大的洪水。现在直接冲击到了三峡水

库。10年以前专家说，三峡水库可以抵挡 1000

年所没有碰到过的洪水。5年前改口说，它可
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以抵挡 100年没有碰到过的洪水。3年前又改

说，三峡水库可以抵挡 10年没有碰到的洪水。

最近的说法是，不要指望一个水库能抵挡所有

的大洪水。同样的一批坚决主张三峡水库的专

家的口里，几年间发生了这么大的评价上的变

化，完全没有责任感所言。就是说在公共领域

里缺乏的是一些独立的意见和具有独立精神的

专家。这确实是一个很大的问题。但是现在也

有一些变化，比如在网络这种比较开放的媒体

里面，已经有很多从权力和金钱中独立的声音。 

    第三，关于中产阶级道德的问题，我的看

法是这样的。中产阶级我刚才说不是一个经济

收入的概念，更多的是一个文化的认同和文化

的品位概念。但是我并不认为对中产阶级应该

有一些特殊的、更高的要求，因为他们和官员、

和知识精英是不一样的。我们只能对一些在社

会上有特殊权利的人提出比较高的要求。而中

产阶级是普通的人，我们只能用一般的道德要

求来要求他们。 

    最后关于人权的问题，这个问题当然非常

重要。在我看来，中国在人权问题上有两种错

误的观点。一个是您提到的“有国家才有人权”

这个观点，另外一个是把人权简单地解释为生

存权。“有国家才有人权”的观点是一种法律

实证主义的观点。事实上，从自由主义的观点

来说，人权是高于国家和法律的，它是先于国

家和法律而存在的。人权虽然需要法律来保障，

本身它不是来自于法律，而是来自于一些更高

层次的法和最基本的价值观。这种价值观就是，

人应该有一些普遍的、应该享受的基本权利。

海耶克称之为“立法的根本原理”，以宪法和

法律优先。由于人权是出于“立法的根本原理”

的，因此不是出于实定法的。即使人权需要法

律的保障。一个无法保障基本人权的国家，它

是缺乏正当性的，所以这样一种“有国家才有

人权”的观点在我看来是有问题的。关于人权

首先是生存权的观点，同样也是错误的。 

    所以前不久温家宝总理说，“让人民生活

得更加幸福、更有尊严”。这就意味着，人权

不仅是一个物质上的生存问题，而且也是一个

在政治、社会中平等的、受尊重的权利。但是

今天中国的法制还非常不完善，大量侵犯人权

的现象频频发生，这里既缺乏民主，同时更缺

乏的是法治。 

●铃木（主持人）：  谢谢许先生长时间精彩

的报告。时间差不多了，最后，请加加美先生

做一个最后的补充，然后结束我们今天的讨论。 

●加加美（评论者）： 有关把国家作为前提

的人权，我最后想做一点补充。1787年的法国

革命时公布的人权宣言的正式的名称是《人权

与公民权利宣言》。在中国，有关人和公民的

权利，最重要的一点就是公民的“公”的概念。

正如刚才铃木先生所说，民主国家也可以说是

公民国家。以公民为前提的国家才有人权。公

民是人权的前提，公民国家是以人权为前提的。

如果你否认公民国家的话，那么你就没有人权

了。这就是自由权的反论。这一自由权的思想

来源于让・雅克・卢梭（Jean-Jacques 

Rousseau）和托马斯・霍布斯（Thomas Hobbes），

自由权的反论是在法国革命时因为产生了断头

台的恐怖政治而形成的。但是，以法国为中心

的发达国家，在公众场合指出所有的人都有人

权，而他们为什么要侵略亚洲和非洲？将它们

作为自己的殖民地呢？并且还要杀那么多人？

我为什么要强调社会权的重要性呢？因为社会

权和自由权是无法分开的。 

    为什么我要强调官僚腐败问题呢？因为

“六四天安门事件”时有 100万人参加，学生

以外的农民和市民也参加了民主化运动。这是

因为官僚腐败和社会权有着很密切的关系。地

方的官僚也存在无视地方人民和农民的社会权

的问题。就生存权来说，这是以公民国家为前

提的公民的生存权，没有公民意识的民众就意

味着没有生存权。农民、少数民族等一般民众

是否有公民意识？这说起来很简单，但要确认

的话却很难，因为确认公民是否想参加国事是
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很难的。日本人也不例外，又有多少人作为公

民参加了国事了呢？这在生存权和社会权中是

一个很重要的概念。在中国，“80后”的大学

生很难找到工作，他们不愿离开大学所在的城

市，于是便以团体的形式住在郊区，中文把这

些人叫做“蚁族”。根据一本专门研究“蚁族”

的书所说„„ 

●张琢（提问者）：  中国早就有这个概念了。

杜甫和刘备所作的诗中都提到过这一点。 

●加加美（评论者）：  张琢先生说这个词语

以前就有。在此问题的所在是，他们不可能以

团体的形式发起游行运动。但是，他们却通过

因特网进行着集团性的活动。因此不是一种直

接的行动。虽然因特网的言论可以影响中央政

府的政策，问题在于公共空间，因特网是否可

以形成一个公共空间呢？沙龙和咖啡厅这种面

对面的空间可以形成公共空间，而因特网的话

就很难形成公共空间了。所以，在因特网上的

讨论很容易引起对立和争论，无法简单地建立

共同体。由于因特网可以匿名，因此像刘晓波

的《08宪章》这样的署名运动是可以进行的，

但我们是否可以称其为公共空间呢？ 

●铃木（主持人）： 现在，已经开创了面书

（facebook），新的因特网交流圈正被不断地

构建着，有关这方面的话题我们以后再谈。衷

心感谢许先生、加加美先生以及在场的各位。

谢谢大家！（完） 

（翻译：虞萍） 

注释 


 本文是作者 2010 年 7 月在 ICCS 研讨会发表的

文章为基础而修改。 
1 许纪霖,中国华东师范大学思勉人文高等研究

院常务副院长、历史系教授。 
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试析明代的日本观 

时培磊1 

摘要 

中国人的日本观是中日关系史研究中的重要课题，明代的日本观在其发展过程中独具特

色。本文在充分吸收和借鉴前人研究成果的基础上，首先系统分析明代日本观的时代背景，

着重从中日关系史的角度进行考察。在对影响明人日本观的诸多因素进行梳理的基础上，本

文将明代的日本观分成两个阶段进行探析。明初的日本观由于受到朝贡体系确立的影响，产

生了“海东之国，未有贤于日本者也”的观念，这也是对唐代文人日本观的一种继承和发展。

明代中后期的日本观则受倭寇之患的影响较大，很多作品中都充斥着惨无人道和禽兽化的异

类形象。但是也有郑若曾和亲自到过日本考察的郑舜功等人的日本观与众不同，他们能够客

观的区分日本和倭寇的关系，持有较为友好的日本观。通过分析明代的日本观及其影响因素，

对于理解中国人的日本观大有裨益，同时对于发展中日关系也具有启迪意义。 
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中国和日本是东亚地区的两个重要国家。从

历史角度看，隋唐时期日本曾经派遣大批的留

学生和留学僧到中国学习，使得古代日本的政

治、经济和文化等很多方面都打上了中国的烙

印。到了近代，中国又派出了大批的考察使和

留学生到日本学习，特别是借鉴明治维新后走

上近代化的成功经验，使中国的近代化过程受

到了日本很大的影响。从地缘角度看，中日两

国一衣带水，各自的发展离不开彼此间的交流

与互动。可以说，从古至今两国间的交往与相

互认识始终没有间断过。在这漫长的时段里，

中国人是如何认识和看待近邻日本的呢？这是

认识和理解中日关系史的重要问题。中国人的

日本观经历了一个不断发展与变化的过程，可

以将之大致分为几个大的时期。从后往前来看，

二战后中国人的日本观经历了战争记忆期、区

分论认识期、现代化导向期、政治影响期、多

元趋势期等等几个阶段。晚清至民国的时期，

则经历了由学习先进国家经验期到战争敌对国

期的变化过程。古代中国人的日本观则主要以

明代为界分成两个不同的阶段。明代以前对于

日本的认识主要是通过遣隋使、遣唐使以及来

往僧人（如奝然），可以说是一种被动接受的

过程。从明代开始出现了重大的转变，萌发了

主动了解日本和获取其信息的动机，并付诸于

踏上日本国土亲身考查的实际行动，这种趋势

一直影响到近现代的中国人。而明代又是古代

中日关系史中非常特殊的一个时期，两国间围

绕倭寇问题进行了频繁的官方往来和交涉，到

万历时期则在朝鲜爆发了直接的战争冲突。由

于这种特殊历史背景的存在，使得明代的日本

观在两国关系史上具有重要的影响，因此有必

要对此加以分析和探究。 

Ⅰ. 先行研究概述章 

論文 
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中国人的日本观问题是中日关系史中的重

要问题，所以学术界对此的研究成果较为丰富。

中国学术界从 20世纪初期便有人开始关注明

代的日本研究问题，缪凤林的《明人著与日本

有关史籍提要》（《中央大学国学图书馆年刊》

2期，1929年 10月）中围绕《日本考略》、《日

本图纂》、《筹海图编》和《经略复国要编》

四部史籍进行论述，探讨了其版本内容、史料

价值和日本认识等问题。黎光明《嘉靖御倭江

浙主客军考》（哈佛燕京学社，1933年），陈

懋恒《明代倭寇考略》（哈佛燕京学社，1933

年），柳诒徵《明代江苏倭寇事略》（《国风

半月刊》2卷 8期，1933年）等几部专著，重

点研究明代的倭寇问题，其中涉及到了明代中

日关系史的问题。吴玉年《明代倭寇史籍志目》

（《禹贡半月刊》2卷 4、6期，1934年）中分

别提要性质的介绍了明代多种御倭类史籍。汪

向荣多年致力于中日关系史的研究，其著作有

《中日关系史文献论考》（长沙:岳麓书社, 

1985年）、《中日关系史资料汇编》（北京:

中华书局，1984年）、《古代中日关系史话》

（北京:时事出版社，1986年）、《古代的中

国与日本》（北京:生活・读书・新知三联书

店,1989年）、《古代中国人的日本观》（上

海:上海古籍出版社,2006年）、《中世纪的中

日关系》（北京:中国青年出版社, 2001年）、

《〈明史·日本传〉笺证》（成都：巴蜀书社，

1988年）等，其中很多内容都属中日关系史研

究中的拓荒之作，对于后人的研究极具启发意

义。在《古代中国人的日本观》一书中，汪向

荣根据隋唐以前正史中的日本专传来分析中国

人如何看待日本的，分别从东夷之一、地理概

念、政制、上层建筑和风俗习惯等四个方面来

进行阐述。石晓军《中日两国相互认识的变迁》

（台北：台湾商务印书馆，1992年）从中日两

国各自的角度考察相互认识问题，抓住了明代

出现日本研究专著的特点，重点以地图和语言

为例分析了明代中国人对日本认识上的深化。

武安隆、熊达云《中国人の日本研究史》（東

京：六興出版，1989年）是一部全面向日本人

介绍中国从先秦到战后研究日本的情况的专书，

其中对于明代研究日本的社会背景和主要代表

作品都做了介绍和分析，最后作者还从这些著

作中总结了中国人所见之各种日本人观。王勇

《中国史のなかの日本像》（東京：農山漁村

文化協会，2000年）一书中将中国人的日本观

从古至今进行了通说，并且分为隋朝以前朝贡

时代的“宝物之岛”、遣隋遣唐使时代的“礼

仪之邦”、元明时期的“海贼倭寇”和近代以

来的“西学之师”这样四个阶段。另外一些著

作中分析了清末的日本观，如孙雪梅《清末民

初中国人的日本观——以直隶省为中心》（天

津：天津人民出版社，2001）中对于清末赴日

考察的直隶官民的日本研究和认识进行了分

析，重点介绍了东游所见之日本的教育、实业、

司法、行政、社会和民俗等方面的内容。此外

还有熊达云《近代中国官民の日本視察》、王

宝平《清代中日學術交流の研究》（東京：汲

古書院，2005年）、汪婉《清末中国对日教育

視察の研究》（東京：汲古書院，1998年）、

张伟雄《文人外交官の明治日本：中国初代駐

日公使団の異文化体験》（東京：柏書房，1999

年）等著作中，都涉及了清末中国人的日本观

问题。 

论文方面，李小林撰有多篇论文涉及明代

的日本观问题。其在《明人私撰日本图籍及其

对日本的认知》（《求是学刊》，2005年第4

期）一文中分析了明人认知日本的背景和途径，

并且从记载形式、内容和深度三个方面肯定了

明人认知日本取得的进步，同时还总结了其中

的不足。李小林在《浅论明朝人认知日本的局

限性》（《江南大学学报》，2005年第6期）一

文中具体从明朝对日本的认知缺乏主观能动

性、认知日本的手段和途径上存在一定遗憾、

认知日本的内容存在不少缺陷三个方面具体阐

述了这种局限性，并且分析这是由于中国古代

华尊夷卑的理念以及受到本国综合国力强大的

影响，明朝统治者往往以天朝上国自居，漠视
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外部世界，从而失去了认知日本的兴趣和热情

所导致的结果。此外在《侯继高及其<日本风土

记>》（《兰州大学学报》，2006年第1期）一

文中，作者认为《日本风土记》是明朝民间私

撰有关日本国情的代表性著作，对日本地理、

政治、经济、语言、文学、风俗、人情、爱好

等各个方面，都作了系统、详细的介绍，内容

非常丰富，是今人研究和了解明朝人认知日本

的重要资料。陈建平在《<日本考>所见的日本

婚葬礼俗——明代中国人的日本观初探》（《西

南师范大学学报》，2000年第5期）一文中，主

要以《日本考》一书为中心，重点分析了其对

日本婚姻礼俗和丧葬礼俗的记载，并且认为此

书所体现出来的关于日本民俗、民情等文化史、

民俗史方面的认识价值，标志着从古代到近代

这一过渡时期的划时代的嬗变，是中国人的日

本研究史上的一座里程碑。陈小法的硕士学位

论文《明人郑若曾的日本研究》（浙江大学硕

士学位论文，2001年12月）中分析了郑若曾的

日本研究中体现出的日本观。另外在《从服饰

文化谈谈古代中国人的日本观》（《文献》，

2003年第2期）一文中，陈小法认为由于受嘉靖

时期倭寇成分复杂性的影响，明代人的日本观

主要可以概括为三种，一是“畏恶观”，以身

受倭患之害的民众为主，认为日本国就是倭寇

国，其国狭小，其民狡诈、残暴；二是“藐视

观”，以文人将士等具有一定社会地位的人为

主，认为其国小且鄙俗，对堂堂大明反为小日

本所患，感到不可思议；三是“辩证观”，以

少数对日本具有相当研究的人为主，主要特点

是能相对客观地认识到日本国情以及它与倭寇

的关系。 

海外方面尚有不少研究成果值得关注。台

湾的郑樑生在明代中日关系史领域成果颇多，

其代表作有：《中日关系史研究论集》（台北：

文史哲出版社，1990-2004年）（1-13册）、《明

代中日关系研究:以明史日本传所见几个问题

为中心》（台北：文史哲出版社，1985年）《明

·日関係史の研究》（東京：雄山閣，1985年）、

《中日关系史》（台北:五南图书出版公司，2001

年）、《明代倭寇史料》（台北：文史哲出版

社,1987-2005年）（1-7辑）、《明史日本传正

补》（台北：文史哲出版社，1981年）。对于

明代研究的日本的重要史料，郑樑生进行了系

统的整理，并且重点研究了明代的对外政策、

明日交通、倭寇和朝鲜之役等几个重要问题。

日本学者的研究成果也是极为丰富。中山久四

郎的《支那史籍上の日本史》（東京：雄山閣，

1929年），主要侧重于从中国史籍出发来研究

日本历史，对于明代的几部日本研究史籍进行

了专门介绍，并且分析了清朝的日本观和中国

人的日本国体观，以及对日本风俗性情的看法。

秋山謙藏的《日明關係》（東京：岩波書店，

1933年）、《支那人の觀たる日本》（東京：

岩波書店，1934年）及文章《明代支那人の日

本地理研究》（歷史地理第61卷第1号），以中

国人史书中绘制的日本地图为中心，探讨了中

国人的日本研究问题，并且对于中国人的华夷

思想和日本观等问题都有探讨。岩井大慧的《支

那史書に現はれたる日本》（東京：岩波書店，

1935年）主要研究了中国史书中所见的日本历

史问题。而对中国人日本观问题研究甚勤的则

属茨城大学的石原道博，其博士学位论文即以

《日明交渉史の新研究》（東京：東京文理科

大学文学博士学位論文，1958）为题，此后又

加以整理译注中国正史中的日本传。其关于中

国古代日本观的论文有：《中国における日本

観の端緒的形態——隋代以前の日本観》（《茨

城大学文理学部纪要》人文科学1号，1951年3

月）、《中国における隣好的日本観の展開——

唐・五代・宋時代の日本観》（《茨城大学文

理学部纪要》人文科学2号，1952年3月）、《中

国における畏悪的日本観の形成——元代の日本

観》（《茨城大学文理学部纪要》人文科学3

号，1953年3月）、《日明交渉の開始と不征国

日本の成立——明代の日本観（一）》（《茨城

大学文理学部纪要》人文科学4号，1954年3月）、

《日明通交貿易をめぐる日本観——明代の日本
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観（二）》（《茨城大学文理学部纪要》人文

科学5号，1955年3月）、《日本刀歌七種--中

国における日本観の一面》（《茨城大学文理

学部紀要》人文科学，通号11，1960年12月）、

《明代日本観の一側面》（《茨城大学人文学

部》文学科論集，通号1，1968年1月）等。石

原道博对中国历代的日本观都进行了探讨，其

中对于明代的日本观他主要是利用《善邻国宝

记》、《明实录》、《皇明祖训》，以及中日

两国僧侣文集等史料为依据，并且着重从文化

交流、僧侣往来和交通贸易来论述明代的两国

交往。对于明代的日本观，石原道博总结为三

个主要的特征：一是建立在传统东夷观基础上

并在元代形成的憎恶的日本观，由于倭寇和朝

鲜事件的发生而促使明代官方的日本研究产生

了巨大飞跃；二是日本对待基于传统东夷观基

础上的中国人之认识，已经动用了从未有过的

实力，而不是像以前那样一味的采取和平手段；

三是明代的日本观虽然以憎恶和恐怖为主流，

但是也存在友好感的一面。此外日本学者对于

清末民初的日本观研究成果较多，对于明代的

日本观研究具有参考意义。如对中国留学生问

题有深刻研究的实藤惠秀曾著有《留东外史及

其日本观》（《中国文化月报》12，1936年）、

《中国人的日本观》（“中国文化丛书”10《日

本文化与中国》，大修馆书店，1968年）等，

探讨了中国人对日本社会和日本人的认识问

题。山口一郎在《近代中国的对日观》（亚洲

经济研究所，1970年）一书中，分阶段分析了

近代中国人的日本观。伊东昭雄、小岛晋治等

人著的《中国人的日本观100年史》（东京：自

由国民社，1974年）一书，介绍了从鸦片战争

到1972年的百年间中国人对日本及日本人的看

法和认识。美国学者Allen S. Whiting所著

《China eyes Japan》（Berkeley : University 

of California Press , 1989）中，结合作者

在中国的采访和调查，对二战后中国人的日本

观及其成因进行了探究。另外日本学者对黄遵

宪、谭嗣同、宋教仁、戴季陶、李大钊、郁达

夫、孙文等一些近代名人的日本观都有专门的

研究论文，限于篇幅本文在此不再一一赘述。 

通过以上对学术史的回顾和梳理可以发

现，关于中国人的日本观特别是近代的日本观

问题的研究取得了很多的研究成果。但是就明

代的日本观研究来说，侧重中日关系史的研究

较多，而涉及日本观的论述较少，仅有的几篇

专门论文中往往侧重具体著作的分析或者是整

体观的讨论。但是从明代中日关系的走势来看，

经历了不同的发展阶段，而明人的日本观也分

成了不同的认识阶段。特别是对于明代较有代

表性的日本研究和观点，目前尚未有人进行系

统和深入的研究，比如对于郑顺功之《日本一

鉴》的研究就比较少见。因此本文在充分借鉴

和前人研究成果的基础上，对明代的日本观进

行新的探讨。 

Ⅱ. 影响明代日本观的时代背景 

明代的日本观是与明代中日关系发展的背

景紧密相关的，而两国关系在这段时期又经历

了一段跌宕起伏的历史。通过分析这段历史进

程，可以为我们更好的认识明代的日本观问题

提供直接的时代背景。朱元璋建国之初，即积

极谋求与周边国家建立交往关系，日本属于较

早被诏谕的国家。朱元璋之所以希望尽快与日

本建立官方往来，主要基于两个方面的考虑。

一是因为发端于朝鲜半岛的倭寇问题在元末已

经开始影响中国东南沿海，到明朝初年已经变

得愈来愈严重。二是出于朱元璋从传统的中华

世界观出发，想要重新建立华夷朝贡秩序的需

要。洪武二年（1369）正月朱元璋即遣使以即

位诏谕日本、越南等国，然而就在此月，“倭

人入寇山东海滨郡县，掠民男女而去”。
2
此年

三月朱元璋再遣杨载等人使日，其国书曰： 

上帝好生恶不仁者。向者我中国，自

赵宋失驭，北夷入而据之，播胡俗以腥膻

中土，华风不竞，凡百有心孰不兴愤。自

辛卯以来，中原扰扰，彼倭来寇山东，不
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过乘胡元之衰耳。朕本中国之旧家，耻前

王之辱，兴师振旅，扫荡胡番，宵衣旰食

垂二十年。自去岁以来，殄绝北夷，以主

中国，惟四夷未报。间者山东来奏，倭兵

数寇海边，生离人妻子，损伤物命。故修

书特报正统之事，兼谕倭兵越海之由。诏

书到日，如臣奉表来庭，不臣则修兵自固，

永安境土以应天休。如必为寇盗，朕当命

舟师，扬帆诸岛，捕绝其徒，直抵其国，

缚其王，岂不代天伐不仁者哉。惟王图之。
3

在这封国书中，朱元璋首先强调了大明政

权的合法性，申明自己承接宋朝正统而来，乃

是“驱除鞑虏、恢复中华”的正义之举。既然

中华正统已经确立，那么原有的华夷秩序理应

重新建立，因此四夷皆应前来臣服朝贡。但是

倭兵却在山东等地作乱，所以朱元璋要向日本

宣布中华正统已经建立，不应该再像元朝时期

那样纵容倭寇侵扰中国。并且严词警告日本，

如若承认中华正统就应该来华奉表朝贡，若不

承认则应固守本土，制止倭兵来华作乱。如果

置若罔闻，那么明朝将要替天行道，征伐日本。

朱元璋还向占城、安南等国也诏谕了内容差不

多的国书，他们均表示臣服。惟有处于南北朝

对峙时期的日本，并没有理会朱元璋的要求。

充满威胁之辞的诏书也激怒了日本怀良亲王，

不仅斩杀了五名明使，而且囚禁杨载、吴文华

三个月后才放回。此后沿海仍然倭警不断。在

此情形下，洪武三年（1370）三月朱元璋又派

遣莱州府同知赵秩赴日。此番诏书内容和前次

基本相同，仍然从华夷之分的大义出发，并且

以高丽、占城等国的臣服来劝诱，最后当然还

是以大兵压境来威吓。日本怀良亲王接见赵秩，

并且援引曾经击退蒙古为例，认为此次明朝可

能仍然是假借建交实为攻伐。赵秩则沉着应答：

“我大明天子神圣文武，非蒙古比，我亦非蒙

古使者后。能兵，兵我。”
4
怀良一时气沮，随

后便是奉表称臣、献马纳贡，明日间关系开始

进入官方往来的发展期。但在此后不久，发生

了胡惟庸谋反事件。而林贤为助其谋反向日本

借兵的事情，也在洪武二十年（1387）被揭露。

以此为导线，朱元璋深恶痛绝日本，不仅决计

断交，而且写入《祖训》列日本为“不庭之国”。 

明成祖朱棣通过靖难之役即位以后，立即

模仿其父宣谕诸国，并积极谋求恢复与日本的

外交关系。而此时已经完成日本南北统一的足

利幕府也需要恢复对明贸易以获利。永乐元年

（1403）八月朱棣便派遣赵居任等人赴日，当

年十月日本立即派出以坚中圭密为首的使团回

访。坚中圭密一行不仅携来日本愿意称臣纳贡

的国书，而且就此和明朝签订勘合贸易的协定。

此后制定“日”字和“本”字勘合各一百道，

底簿各二扇，由两方各自保存，待朝贡之时互

相勘验，如无勘合则不予承认。
5
通过勘合明廷

可以了解来贡的船数、人数和货物数量，是明

代控制对外贸易的一种相当严密、周全的制度。
6
从宣德初年至嘉靖初年这段时间之内，日本室

町幕府一共派出了十二次遣明船
7
，明日之间一

直坚持这种朝贡贸易。 

嘉靖二年（1523）发生了一件影响明日关

系的重要事件——宁波争贡。
8
此年五月，由日

本大内义兴派遣的宗设谦道贸易使团和由细川

高国派遣的鸾冈瑞佐贸易使团先后抵达宁波。

细川船的副使宋素卿原本为中国人，曾多次行

贿市舶太监赖恩以牟取私利。此次来贡故技重

施，所以不仅在宴饮时的座次居上，而且还得

以先行验发通关。这一行径引起宗设一行的极

大愤恨，“与之斗，杀瑞佐，焚其舟，追素卿

至绍兴城下，素卿窜匿他所免。凶党还宁波，

所过焚掠，执指挥袁琎，夺船出海。都指挥刘

锦追至海上，战没。”
9
此事给明日关系带来极

坏的影响，双方因此停贡长达十七年。并且以

此事为契机，倭寇更加肆意作孽海上，东南沿

海地区受害日重。当浙江巡抚朱纨被执下狱之

后，终于演变成嘉靖中期开始的大倭乱时代。
10
 

倭寇问题给明代社会带来了极大的危害。

《明史》中曾描述道：“终明之世，通倭之禁

甚严，闾巷小民，至指倭相詈骂，甚以噤其小

儿女云。”
11
就可以想见倭寇之可恶程度。学

77



ICCS Journal of Modern Chinese Studies Vol.3 (1) 2011 

 

界一般把倭寇分成前后两期。前期倭寇主要是

日本籍的海盗，主要包括四国、九州一带的无

主武士和浪人。后期倭寇则真倭不多，大部分

是中国籍的从倭之人，如以王直、徐海等人为

首的海盗集团。前期倭寇为劫掠小麦主要前往

华北地区，而后期倭寇为劫掠稻米主要把目标

锁定在华南地区，同时劫掠其他各种财物。
12
可

以说倭寇给中国沿海各省若山东、江浙、广东

等地都造成了巨大损失。
13
明朝针对倭寇问题，

采取了剿、抚两手并用的举措，既出现了戚继

光、俞大猷这样的抗倭名将，也有严嵩、赵文

华等奸臣从中作梗
14
。最后随着明朝改变政策

放松海禁，以及丰臣秀吉统一日本后采取扩展

海外贸易严禁海贼的政策
15
，十六世纪以来猖

獗海上的倭寇慢慢的消失了。 

日本由丰臣秀吉完成统一之后，便开始谋

求海外扩张，首先发动了侵朝战争。万历二十

年（1592）四月丰臣秀吉发动二十余万大军直

逼朝鲜，在小西行长、加藤清正等人的率领下，

日军一路势如破竹。朝鲜在半壁江山尽被倭掳

的情形下始向明朝求援。明神宗于当年六月派

辽东副总兵祖承训率领五千明军抗倭援朝，但

初战即遭失利。随后明朝又派出李如松、宋应

昌等人，取得了平壤大捷等一些胜利。双方在

战事胶着之时，开始进行和谈，最后决定议和。
16
万历二十四年（1596）明朝根据议和内容，

派遣杨方亨、沈惟敬等人前往日本册封。当宣

读册封诏书时，丰臣秀吉方知被操纵和谈的小

西行长和沈惟敬所骗，遂决定发动第二次侵朝

战争。
17
第二年丰臣秀吉派遣十四万大军进攻

朝鲜，明朝和日本之间再度发生激战。随后在

明日间战战和和的过程中，丰臣秀吉于 1598

年突然病故，接下来日军全线撤退，历时七年

的抗倭援朝战争也随之结束。
18
 

此后明日双方之间再无正式往来关系。日

本新建立的德川幕府一度对明日贸易往来表示

支持。虽然明朝禁止，但是日本积极的欢迎政

策，还是使驶往长崎的中国商船逐年增多。1636

年日本发布锁国令之后，从明末至清初的中日

间一直没有建立官方的往来关系，只是通过长

崎的中国商船保持民间往来。 

Ⅲ. 明代的日本观 

明代的日本观并非一成不变，由于受明代

中日关系发展的影响，可以将明代的日本观分

成明初和明代中后期两个不同的阶段。明初的

日本观主要体现在官方的文献中，特别是明太

祖和明成祖的对日外交观。明代中后期的日本

观则受倭寇之乱的影响较大，从官方到民间皆

有对日本的看法。下面试从这两个发展阶段来

解析明代的日本观。 

1、明初的日本观 

明太祖朱元璋在南京建立政权以后，力图

重新恢复传统的华夷朝贡秩序，因此向周边国

家进行宣谕。而此时以怀良亲王为首的日本政

权并不以为然，特别是曾经两次击退征日的元

军给了他们很大的信心。但是随后在赵秩等明

朝使臣的外交攻势下，日本还是接受了明朝的

招谕，并称臣纳贡，双方建立起了官方的朝贡

贸易关系。在赵秩宣谕日本的诏书中，体现出

明太祖及官方对日本的基本看法，文中称： 

……蠢尔倭夷，出没海滨为寇，已尝

遣人往问，久而不答。朕疑王使之，故扰

我民。今中国奠安，猛将无用武之地，智

士无所施其谋，二十年鏖战精锐，饱食终

日；投石超距，方将整饬巨舟，致罚于尔

邦。俄闻被寇者来归，始知前日之寇，非

王之意。乃命有司，暂停造舟之役。呜呼，

朕为中国主，此皆天造地设，华夷之分。

朕若效前王，恃甲兵之众，谋士之多，远

涉江海，以祸远夷安靖之民，非上帝之所

托，亦人事之不然。或乃外夷小邦，故逆

天道，不自安分，时来寇扰，此必神人共

怒，天理难容。征讨之师，控弦以待；果

能革心顺命，共保承平，不亦美乎。呜呼，

钦若昊天，王道之常，抚顺伐逆，古今彝

宪，王其戒之，以延尔嗣。
19
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显然朱元璋是从华夷之辨的角度出发来处

理中日关系，他希望能够恢复传统的朝贡体系，

将日本纳入到华夷秩序圈之内。在明太祖眼中，

日本不过是东夷之一个小国，自然应该顺从华

夷秩序。另外的考虑就是，从元末开始东南沿

海已经屡遭倭寇之患，因此需要解决海防问题。

从这份诏书中可以看出，朱元璋曾经遣使日本

责问倭寇问题，因为久久没有得到回应，所以

认为是日本国王在背后支持。后来捕获倭寇，

始知此乃个体行为，并非国王指使。所以朱元

璋决定恢复两国关系，同时通过日本国王的权

力来制止和禁绝倭寇扰华。从这里我们也可以

看出，明初仍然未将日本和倭寇之国混为一体，

不像嘉靖时期倭乱严重之时的那种极端认识。

明初对日本的这种认识值得重视，这说明经过

元朝和日本的隔绝之后，明太祖时期的对日判

断尚属清楚，这也为两国外交关系的建立打下

了良好的基础。随着足利义满确立其室町幕府

的统治权力，并且看到和明政府进行朝贡贸易

有利可图之后，便开始奉表朝贡和明朝建立官

方往来关系。明太祖派出的赴日使臣带回的情

报和日本使臣带来的信息都为明初了解和认识

日本提供了帮助，也对明初的日本观具有重要

影响。 

胡惟庸谋反事件是明初日本观的一个转折

点。当时明太祖认为胡惟庸勾结日本，企图制

造谋反大逆事件，因此处理胡惟庸诸党的同时，

也将日本作为背后支持者对待。这一事件也改

变了朱元璋在洪武初期对日本的看法，他决计

与日本断绝关系。并且在《皇明祖训》中将日

本列为“不征之国”之一，“以日本隔海，僻

在一隅，得其地，不足以供给；得其民，不足

以使令。”这种对日本的认识是建立在朱元璋

对整个东亚海域国际关系和历史认识的基础上

的，他曾经说道： 

海外蛮夷之国，有为患于中国者，不

可不讨，不为中国患者，不可辄自兴兵。

古人有言，地广非久安之地，民劳乃易乱

之源。如隋炀帝妄兴师旅，征讨琉球，杀

害夷人，焚其宫室，俘虏男女数千人。得

其地不足以供给，得其民不足以使令。徒

慕虚名，自弊中土，载诸史册，为后世讥。

朕以海外诸蛮夷小国阻山越海，僻在一隅，

彼不为中国患者，朕绝不伐之。惟西北胡

戎世为中国患，不可不谨备之耳。卿等当

记所言，知朕此意。20 

这段对话是在洪武初期朱元璋对省府台臣

的一次谈话中所言。可见他在建立政权初期就

有这样的想法，因为明朝刚刚赶走蒙元统治者，

所以他们的主要防卫重点是西北的胡戎之患。

而对于东南海外的这些国家，朱元璋没有必要

也没有实力去征讨或者防备，因此采取了宣谕

的方式来建立外交关系，而对于不愿意纳入朝

贡体系的国家他们也只能望洋兴叹。对于日本

这样的国家，朱元璋从国家颜面的角度考虑，

便选择了从历史教训和现实功用两种推辞来列

为不征之国。当胡惟庸谋反事件之后，朱元璋

对于日本的看法更是发生了很大的转变，将其

视为支持谋反的敌国，因此断绝再与其发生往

来关系。这也就是《皇明祖训》中所宣称的：

“日本国虽朝实诈，暗通奸臣胡惟庸，谋为不

轨，故绝之。” 

明成祖朱棣从建文帝手中夺取帝位之后，

开始仿照乃父做法宣谕周边之国，力图使各国

承认其合法地位。而日本方面在足利义满取得

国内绝对统治权力之后，也积极准备参加到中

华朝贡的世界体系之内。而在永乐朝的中日关

系中较为重要的一件事是朱棣册封日本国山之

事，“明年正月，又遣侍郎俞士吉赍玺书褒嘉，

赐赍优渥。封其国之山为‘寿安镇国之山’，

御制碑文，立其上。”
21
而朱棣则亲制文曰： 

……惟尔日本国王源道义，上天绥

靖，锡以贤智，世守兹土，冠于海东，允

为守礼义之国。是故朝聘职贡无阙也，庆

谢之礼无阙也。是犹四方之所同也。至其

恭敬栗栗如也，信义旦旦如也。畏天事上

之意，爱身保国之心，扬善遏恶之念，始

终无间。愈至，而犹若未至；愈尽，而犹

若未尽。油油如也，源源如也。迩者，对
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马、壹歧暨诸小岛，有盗潜伏，时出寇掠。

尔源道义能服朕命，咸殄灭之，屹为保障，

誓心朝廷。海东之国，未有贤于日本者也。

朕尝稽古唐虞之世，五长迪功，渠搜即叙；

成周之隆，髳微卢濮，率遏乱略；光华简

册，传诵至今。以尔源道义方之，是大有

光于前哲者。日本王之有源道义，又自古

以来，未之有也。朕惟继唐虞之治，举封

山之典，特命日本之镇，号为寿安镇国之

山。锡以铭诗，勒之贞石，荣示于千万世。
22

从这封国书中可以看出明成祖对于足利义

满的满意程度，并且对于日本的地位也给予了

足够的肯定。归结原因，一方面是因为足利义

满在禁绝寇盗上极为尽力，另一方面也是因为

其事上明朝的恭敬态度。当时在九州一带沿海

横行的海寇，不仅骚扰人民，而且严重影响到

日本与朝鲜和中国的正常交流。由于这些海寇

大多受到当地守护大名和领主的庇护，所以幕

府也拿他们无可奈何。随着南北朝的统一，足

利义满逐渐制服了称霸九州的几个有实力的领

主和守护大名之后，他就可以下令进行剿捕海

寇的活动。足利义满把在九州一带俘获的海寇

首领交给中国作为其奉行招谕的证明，以此来

说明其诚意。足利义满的这种行为赢得了永乐

皇帝的极大好感，不仅将所献俘寇交还日本以

显示大国风度，而且还大加赏赐。所以当足利

义满去世之后，明成祖在祭文中对他给予了高

度的评价。其文称： 

……惟王慈惠温淑，聪明特达，持身

有礼，处事有义；好善恶恶，始终一心，

敬天事上，表里一诚。负弘伟之度，怀卓

荦之才；仁厚洽于国人，贤德昭于远迩。

自朕御极，倾心归向益虔，职贡之礼，有

隆无替。恭承朝命，斯须不稽，竭力殚心，

唯恐弗及。是用殄寇盗于海盗，安黎庶于

边隅。并海之地，鸡犬得宁，烽警不作，

皆王之功也。盖王忠顺之诚，皎若日星，

坚若金石；上逼于天地，幽彻于鬼神。自

日本有国以来，其士贤明，未有如王盛者

矣。……23 

从中可以看出，明朝政府给了足利义满极

高的评价，而这种评价正是对他积极剿寇并且

称臣纳贡的一种肯定。明政府认为足利义满聪

明特达，处事恭谨，而且对于明朝的态度始终

保持一种敬天事上的表里如一的诚心。特别是

在对待海盗的问题上，足利义满能够雷厉风行，

积极执行殄剿海寇的政策。对于中国沿海倭乱

的平息和海防治安的好转都起到了重要的作

用。正因如此，才使明成祖改变了明太祖建国

之初时的看法，海寇并非为日本国王所指使，

也由此对于日本产生了好感。 

由于足利义满做出的一系列努力，使得明

成祖时期的日本观发生了很大的变化。这种日

本观是一种良好的番邦观，不再是狡诈险恶的

邪恶国家的形象。而日本在明朝眼中的国家地

位也进一步提升，正像在封山诏书中所言的那

样，“海东之国，未有贤于日本者也”。这种

观念并非此时突然产生，如果追述历史可以发

现，在唐代中日关系友好发展之时也有这样的

描述。比如唐代著名诗人王维在为日本人晁衡

所作的《送秘书监晁监还日本国》的诗序中就

曾这样写道： 

海东国日本为大，服圣人之训，有君

子之风，正朔本乎夏时，衣裳同乎汉制。

历岁方达，继旧好于行人。滔天无涯，贡

方物于天子。同仪加等，位在王侯之先；

掌次改观，不居蛮夷之邸。24 

从王维的这篇诗序中可以看到日本在唐代

文人眼中的形象问题。在他们眼中，日本是一

个儒学之邦，并且日本的历法是以中国的历法

为依据，服饰也大多效仿汉人，这些与中国相

类似。中国在周围民族朝觐时，中国对待日本

的待遇也不同于其他国家和民族，日本被排列

在王侯之前，这是一种特别的礼遇。而在诗序

中所提到的“海东之国日本为大”的概念具有

重要意义，这种观念影响了中国文人与东亚文

人之间的交流。唐代文人在与海外进行文化交
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流时出现了一个奇怪的现象，就是一流的诗人

都有赠诗给日本人，但是很少赠诗给新罗人。

当时的新罗文化发展程度要高于日本文化，并

且来华的人数远在日本之上，但是在与唐朝文

人的交流上远远落后于日本。或许这跟当时文

人“海东之国日本为大”的观念紧密相关，这

也对后世文人有着广泛的影响，在后代的诗文

中时有同样的观念出现。
25
而在时隔五百余年

之后，我们在明朝官方的文献中又看到了相同

的话语。明成祖朱棣赐给日本的诏书中提到了

“海东之国，未有贤于日本者也”的概念，这

是对日本在东亚国家体系中地位的一种高度评

价。明成祖之所以对日本另眼相看，是因为他

们朝聘职贡之无阙，同时也是因为他们对明朝

的一种忠诚态度。正像诏书中所言的那样，“畏

天事上之意，爱身保国之心，扬善遏恶之念，

始终无间。”明朝在与周边国家的朝贡体系中，

最重要的一种理念是要朝贡国具有事大至上的

主义。比如在一向被视作典型朝贡关系的明代

中朝关系中，朝鲜对明朝的基本文化心态是慕

华，而具体表现是事大。朝鲜王朝高举事大主

义的大旗，诚心事奉明朝。形式上它依从儒家

礼仪制度，奉行朝贡之策；思想上归依中华。

朝鲜对明朝行事大之礼，明朝则对朝鲜采“字

小”之策。维护朝鲜的利益不受侵犯，是壬辰

战争时期明朝出兵援朝抗倭的原动力。正因为

朝鲜对明朝采取慕华、事大之策，所以明代中

朝关系成为典型的宗藩关系。
26
与此相对应，

明朝对于当时日本的评价是“畏天事上”或“敬

天事上”，其实也是对他们的一种变相的事大

主义的承认。由此也可以看出，明初这段时间

的日本观，主要是将日本看成一个忠诚的藩属

朝贡国来对待。并且认为日本是遵守礼义之国，

不仅恭敬栗栗，信义旦旦，而且具有扬善抑恶

的风格。这点也突出的反映在他们对待剿灭海

寇的态度上，由此也赢得了明朝的好感，对于

明人的日本观产生了重要影响。 

2、倭寇之乱下明人的日本观 

明人日本观的转折发生在嘉靖时期，其主

要原因是倭寇问题的日益严重。嘉靖二年的宁

波争贡事件是嘉靖时期大倭乱时代的开始，当

时日本的大内义兴和细川高国各自派出的贸易

使团共同到达宁波港，由于宋素卿贿赂市舶太

监赖恩而导致两派利益不均，最终引发武装冲

突。当时宗设谦道一伙在宁波追杀宋素卿不着，

只杀死鸾冈瑞佐之后，便一路出城追杀至绍兴

城下。虽然没有从地方官手中得到宋素卿，但

却击杀指挥刘锦，并且俘获袁琎，之后夺船下

海逃遁。日本贡使的这次争斗，在沿海造成了

巨大的烧杀事件，由此也引起了明朝官方的震

动，并且使中日之间的朝贡关系停止十几年。

由此争贡事件而促使定海知县郑余庆下令薛俊

编纂完成《日本考略》一书，此书主要就是针

对倭寇问题而作。所以在此书中所体现出来的

日本观，也是这个时期在倭寇之乱下明人日本

观的具体体现。 

在《日本考略》中，薛俊所记关于日本的

认识包括两方面的内容。一方面是沿袭正史的

看法，对于日本的历史沿革、天皇世系、州郡

属国、物产风土、制度土俗等等方面的记载基

本都是传统观点，也可以说是比较陈旧的看法。

其中很多内容都是直接摘抄古史资料，所以很

多已经不符合日本的实际情况，这是薛俊在日

本认识上的局限性。另一方面就是从现实认识

出发，薛俊提出了对于日本、日本人以及倭寇

的看法。《日本考略》中对于日本人的认识已

经没有了以往史书中的仁慈形象，代之以“狼

子野心，剽掠其本性也”
27
的看法。在此书的

《评议略》中，薛俊引用《杨文懿公与张主客

论倭奴贡献书》中的看法：“倭奴僻在海岛，

其俗狙诈而狠贪，自唐以至近代，已常为中国

疥癣矣。”
28
可见由于受到倭寇之乱的影响，

特别是薛俊曾经亲历宁波争贡事件对百姓所造

成的巨大危害，《日本考略》中的日本形象已

经变得极其丑恶。薛俊对于日本人的认识已经

和对倭寇的认识紧紧联系在了一起，他对于倭

寇凶悍残忍的认识已经扩大成了对整个日本人
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的认识。虽然薛俊撰写《日本考略》多是摘录

前史，没有用心向到过日本的中国人和来中国

的日本人了解情况，但是据此认为此书“道听

途说的成分极大，浮夸失实之处甚多”
29
也不

完全正确。如果薛俊真的能够多做一些“道听

途说”的工作，那么宁波沿海地区有很多到过

日本的商人、水手可以供其咨询，对于日本人

的认识绝对不至于如此。实际情况是薛俊并没

有做深入的访谈和调查工作，只是凭借自己的

所见所闻来构建他眼中的日本人形象。“当时

和中国人，尤其是江浙沿海接触最多的日本人，

不是经营朝贡贸易或者走私的商人，就是骚扰

沿海一带，给中国人民带来苦难的倭寇。当然，

这些人不代表日本人，但薛俊所见所闻和接触

到的，却就是这批人。”
30
薛俊对于倭寇之害

有深切的体会，所以他在书中对于倭寇的形象

描述就是由这种客观环境所造成的。只可惜他

并没有对倭寇有全面的了解，也没有完全搞清

楚倭寇和日本人之间的关系。可以说在日本观

上，薛俊对日本的认识和对倭寇的认识没有完

全分辨清楚，这是他的局限所在。 

随着嘉靖中期以后倭患的严重，明朝开始

重视东南沿海的抗倭工作，这时出现了一些抗

倭的名将，以及对日本有正确认识的学者。郑

若曾是东南抗倭指挥官胡宗宪的幕僚，曾在后

者的支持下编纂完成了《筹海图编》一书，在

书中，他对于日本的认识比薛俊是一个很大的

进步，也代表了当时一批士大夫和上层人士的

日本观。郑若曾在《筹海图编》中对当时的日

本国情作了详细的调查和了解，同时对于秦汉

以来的中日关系史进行了总结性的研究。此书

第二卷为《日本国图》，这是中日关系史上由

中国人描绘的较为完整的日本地图。《倭国事

略》中，郑若曾对日本的国土风俗、政治和经

济等各方面的情况都做了较为详尽的记载。郑

若曾不仅具体记载了当时日本诸侯割据称雄的

政治格局，而且对日本的经济状况和市场价格、

销售行情等等情况都有较为具体的记载。《筹

海图编》另外一个较为重要的贡献在于对当时

的御倭战争进行了较为详尽的记载和总结。郑

若曾利用官方的档案、塘报等资料，详细记载

了沿海各省抗倭事迹和防御情况，具有较高的

史料价值。在此书的《寇踪分合始末图谱》中，

郑若曾将嘉靖中叶以后骚扰中国东南沿海的倭

寇的来龙去脉记载的极为清楚，并且进一步说

明了当时的主要倭寇其实就是中国海盗这个事

实。这种记载对于认清当时嘉靖倭患的真相，

无疑具有重要的价值。在对御倭战争经过、倭

寇真相进行客观陈述的基础上，郑若曾对于倭

患的起因、加强海防的措施以及从根本上防止

倭患的产生都有很多精辟的见解。他曾经引用

《御海策要》中的话说：“今之海寇，动记数

万，皆托言倭人，而其实出于日本者，不下数

千，其余则皆中国之赤子无赖者，入而附之耳。”
31
而对于明朝官员唐枢所提出的关于海禁政策

的言论，郑若曾加以自己的按语道：“此言海

寇之患，其始由于流官严禁海商，其后成于内

地奸民负商赀本。”
32
在这里郑若曾已经看到

了由于明政府的腐败，民不聊生，特别是严行

海禁之后，导致了倭患问题的最终发生。同时

他还借兵部尚书胡世宁的话来说：“自古盗贼

起于民穷，民穷由于赋役之繁重，官吏之贪酷。

而官吏贪酷，又其致盗之大本也。”
33
因此可

以说，郑若曾所主张的通贡道、开互市的提议

无疑是正确的意见。所以中日关系史研究专家

汪向荣就曾高度评价此书，认为其重要价值在

于“详尽地记录了当时的倭情和明朝朝野在抗

倭剿寇方面的主张、意见”
34
。而郑若曾编纂

《筹海图编》的重要价值在于，他对日本的认

识已经将以前把倭寇和日本捆绑到一起的看法

进行了拨正。在当时倭寇问题十分严重的情况

下，很多人士对于日本的认识已经极端扭曲，

他们的日本观往往和贪婪狡诈、惨无人道等禽

兽化的丑化形象结合到一起。在明代文学作品

中，这种将日本的形象予以禽兽化的描写，是

基于倭寇惨无人道，仁义全无，给中国东南百

姓带来巨大灾难的事实的。比如在明代苏州嘉

定人王翘所作的《赏火谣》中，作者描写了历
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史名城和闻名遐迩的枫桥，在倭寇的大火中化

为灰烬的景象。在这幅由作者描绘的惨不忍睹

的画面中，倭寇纵火焚烧千万房屋和枫桥，烈

火冲天几乎照亮了城头，也照出了倭寇惨无人

道的狰狞面目。
35
由于倭寇的这种惨无人道的

烧杀掠夺，造成了一部分人对于日本的仇视情

绪和将日本形象进行丑化的想法。但是像郑若

曾这样有比较清醒的日本认识和较为正面的日

本观的人士并不多见。 

在倭乱影响之下，有一个不得不提的人物

就是郑舜功。他曾经受浙江总督杨宜的命令出

使日本，归国后完成《日本一鉴》，这也是明

代唯一一位亲自到过日本，并且完成著述者。

所以相对于其他明代的日本研究者来说，郑舜

功的日本观更加符合当时日本的实际情况，意

义也更加重要。郑舜功在日本期间，进行了认

真的实地调查和研究工作。“馆彼六月，咨其

风俗，询其地位，得闻其说，得览其书。”
36
经

过实地考察之后，郑舜功和郑若曾一样，也已

经清楚的辨明了日本和倭寇的关系。而对于日

本和日本人的看法也与明朝国内人士的看法迥

异，他在《日本一鉴》中写道： 

备按：《汉书》本岛之夷，不淫不妒，

俗不窃盗，少诤讼。《隋志》质直有风雅。

夫夷之善如此。及按《嬴虫录》、《异域

志》、《考略》诸书，皆曰倭夷狙诈狼贪，

目为寇盗，憎若禽兽。今去古虽云世远，

种类不易，何相反之如是哉？自奉宣谕，

暑往寒来，履其山川。按其人物，知土产

夷身间多毛，肋半腥膻，足皆短小，本性

慕义，善与不善，身由地气之感生教，本

自师之好恶。至接僧俗知书者，笔谈之间

谕以善道，其果慕义，岂非天理所在耶！

及按《国书》人物，夷复笔谈，皆昔夷中

好人，向入书编，不忘于世。今夫好人愿

被文化，图从编续，莫不哀矜，救世观音

可为编首，百工诸艺为夷好人，原附录者

仍不遗录。我后使人知其善者，可为续编。

凡笔谈明其好恶，亦是启劝之道也。37 

就这段记载来说，郑舜功的日本观中具有

对日本的形象较为正面化的倾向。对于当时国

内有些书刊中丑化日本形象的记载，郑舜功通

过自己的观察进行了辨正。在他的笔下，日本

之国是一个文化之邦，日本人也是爱好劳动，

掌握技艺，并且称得上品德高尚的善者形象。

可以说郑舜功的这种日本观，代表了当时一种

先进的观点和看法，这也和其亲身的日本考察

经历紧密相关。而郑若曾通过一些来往中日之

间的商人和其他人士得出的日本观，和郑舜功

之间颇有几分相近之处。这也说明当时部分明

朝人的日本观还是跟当时的大潮不同，以较为

正确和和善的眼光来看待日本。 

Ⅳ. 结语 

明代中日两国之间经历了一段不同寻常的

发展历程，与此相对应，中国人的日本观也经

历了一个发展变化的过程。朱元璋建立大明政

权以后，积极发展与周边国家的关系，日本自

然被视为中华朝贡体系圈中的一部分。虽然因

为胡惟庸叛乱事件而造成两国关系一度中断，

但是随着明成祖朱棣的即位以及日本足利义满

政权的努力，两国关系趋于缓和。这个时期的

日本观出现了“海东之国，未有贤于日本者也”

的看法，这是自唐代以来文人眼中“海东之国，

日本为大”的日本观的继承和发展。明初的日

本观中，对于日本不吝赞美之词，礼义之邦和

诚信之国的形象跃然纸上。 

当嘉靖倭乱发生以后，两国关系极为紧张，

传统的朝贡贸易体系也被打破。为了御倭防寇，

明人开始大量的编纂日本研究史籍。由于受倭

寇骚扰之害的影响，在这个时期的日本观中，

充满了残忍之国、贪婪狡诈的形象描述。当然

也应该看到，这个时期仍有一些头脑清醒的学

者诸如郑若曾，以及亲自到过日本考察的郑舜

功，他们能够分辨清楚日本和倭寇的区别，主

张将二者区别看待。在这些人的日本观中，较

多的保留了前代对于日本友好、和善的看法。 

通过结合明代中日关系发展的时代背景来

考察明人日本观的问题，可以发现，当两国关

系和谐发展之时，中国人的日本认识较为理性
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和客观。但是当两国关系交恶之时，往往会对

其进行丑化和异类化，而这种日本观的出现本

质在于将个别人的行为扩大到对整个日本的认

识。我们也必须看到，在这个过程中，仍有部

分认识保持清醒的头脑，他们能够从事实求是

的态度出发，对日本进行实地的考察和细致的

研究，从而建立比较客观和实际的日本观。而

明代日本观发生变化的转折，是因为倭寇问题

的严重，这当然是由部分日本海盗对东南沿海

的烧杀抢掠而引起的，由此也破坏了日本在明

朝人心目中的形象。通过这种考察，可以发现，

对于中国人日本观的研究，应该结合当时的时

代背景，走进历史场景进行实事求是的分析和

评价，才能体察到背后隐藏的深层次问题。中

国人日本观的探讨，可以帮助我们更好的深入

中日关系史的研究，对于我们今天处理中日关

系，保持两国之间的友好交流都将具有重要的

意义。 
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权力的边界 

―中国黑龙江省的承包土地纠纷― 

隋 嘉 滨

Abstract 

Land dispute has become the most important form of civil disputes in rural areas in Heilongjiang 

Province. Based on field survey, institutional factors and the solutions of rural land dispute are 

studied in this paper. After the second land contract, the state introduced a large number of 

preferential agricultural policy, which caused changes in land value, resulting in differences 

reactions between the farmers, thus lead to the farmers who have go out returned home. 

Institutional factors were the most important reason of rural land dispute in recent years. 

Key words： Land dispute, Institution 

一、问题引出和研究范围界定
1
 

2004年前后黑龙江等省农村土地纠纷突

然增多。2008年笔者从绥棱县信访办得知：税

费改革后，特别是“一免两补”政策出台后，

因土地问题引发的纠纷十分突出，土地纠纷一

度占农村信访总量的 80%，到省、市的越级上

访、集体上访也时有发生。县内一位司法干部

曾对我说：“近年来农民为了争夺土地利益，

互相干仗（意为：打架），邻居也不是邻居了，

朋友也不是朋友了，亲哥们儿也不是亲哥们儿

了，连亲爹都不认了。”制度的变化何以会使

人们陷入土地纠纷，甚至连亲情都不顾了呢？

土地纠纷造成社会的不安定，有必要对此进行

深入研究。 

关于黑龙江省农村承包土地经营纠纷的报

道时常可见。黑龙江省近年来土地纠纷的严重

程度可见一斑。 

‚近年来，黑龙江红兴隆垦区和农村关于

土地承包权的矛盾纠纷越来越多，有的甚至导

致了集体上访和刑事案件的发生，使社会矛盾

增加了 30%以上。‛
2
  

‚桦川县是典型的农业县……，农村人均

3.2亩，人地矛盾十分突出。两轮土地承包又

引发了大量土地矛盾和纠纷，曾出现了大规模

的群体性越级上访，有的村屯还发生了械斗和

刑事案件。县法院仅 2003年春受理的土地案件

就达 300多起。‛
3
  

‚在 2004年中央出台的对种粮农民‘一免

两补’政策的激励下，黑龙江绥化市掀起了新

一轮耕地热，也由此引发了新的‘人地矛盾’。

入春以来，绥化市各地涉及土地问题发生的民

间纠纷和上访事件激增，市信访办和市农委日

接待量最高达 200 多人次。……据兰西县农委

统计，今年以来提出要地的农户多达 4500 户，

涉及耕地 10 万多亩。‛
4
 …… 
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除土地承包经营纠纷外，还有因征地引发

的涉及农民失地及经济补偿的土地矛盾。根据

已有的研究，近年来土地问题已取代税费问题

成为农民维权抗争的焦点。“目前有关农村土

地问题的争议，主要集中在征地和占地两大类

型上，争议的问题较为明确。而属于征地方面

的纠纷是目前农民反映的主要问题，占总数的

60.1%。其中非法征地或强行征地占总数的

33.1%。„„与农民抗税费主要集中在中部农业

省份不同，目前农村土地争议最集中的地区是

沿海较发达地区。其中以浙江、山东、江苏、

河北、广东最为突出。这些地区的争议主要是

非法或强制性征地，农民控告的对象主要是市、

县政府。在中部地区的安徽、河南、以及黑龙

江等地区所表现出来的问题主要是对农民土地

承包权的侵犯，控告的对象主要是乡镇及村级

组织。”
 5
因征地引发的矛盾，主要集中在经

济发达地区和城市周边。在城市化进程中，城

乡间土地价格差距巨大，政府、开发商、农村

集体组织、农民为获得差额利益而开发征用土

地，引发矛盾。对这类矛盾的相关研究较多也

相对比较充分。
6
本研究不涉及此类矛盾。 

二、研究过程和方法 

2008年 4月至 6月，2009年 8月至 9月，

笔者先后两次对黑龙江省绥化市的绥棱县、肇

东市昌五镇进行了实地调查。昌五镇与绥棱县

同属农业地区，都属于绥化市管辖，所以两地

处于相同的制度环境中。选择两个研究地区，

除了与笔者开展研究的“权力资源”
7
有关外，

对于同一制度背景下的不同地区土地纠纷的研

究，可以减少地方性社会权力结构，对制度作

用的干扰，从而得出更具普遍性的认识。调查

期间每天跟随司法干部，行走于村里田间解决

各种土地纠纷，看到、听到了农民在土地纠纷

中的行动和话语，也体验到了司法调解人员的

策略和艰辛。使笔者通过现场参与观察收获了

大量的案例和直观印象。在调查的后期笔者集

中了解土地纠纷的整体情况和制度原因，在这

里笔者得到司法系统工作人员的热心支持，参

阅档案资料，还访问了多位乡镇和村干部；获

得了近来各类纠纷的地方统计数据。 

三、黑龙江省农村的日常土地纠纷 

3．1 因边界模糊所造成的纠纷 

在黑龙江农村，人们往往因为相邻地界不

清而发生纠纷。 

案例 1：关某在翻地起垅时，占了王某半

根垅
8
，但关某不承认，并说按照惯例王某今年

应该给他甩半个垅，王某不干，双方因言语不

和就动起手来。
9
 

案例 2：汶澄村有两户村民是地邻，被告

在耕种时占了原告不足 100米的一条垅，双方

发生争执，最终闹到法院。法院办案人在查明

事实后三次进行调解，指出被告侵犯他人耕地

使用权的行为的违法性，原告对待纠纷不能冷

静处理的错误做法，使双方在庭上握手言和，

还成了好朋友。
10
 

案例 3：某村村民王某与其侄子的承包田

相邻。多年来，两家一直因地界问题发生争执。

今年，王某称，自己的地又被侄子占了两垅，

经村里多次调解，始终没有结果。克音河乡调

委会刘主任和村调委会主任一起来到现场，并

找到当事人了解情况。经过查看村里的台账和

实地丈量：王某家的承包田确实少了两条垅，

而其地邻侄子家却多了两条垅。于是刘主任带

领双方当事人到承包地里当场为其进行丈量，

确定两家的地界，并设立了标识。在事实和证

据面前，王某的侄子羞愧地低下了头，主动将

自己抢种的两垅地退还叔叔，并向叔叔承认了

错误。
11
 

除了农户之间常常因地界不清而发生纠

纷，由于历史原因，许多黑龙江省的农村建立

之初并没有明确的边界标记，很多村集体与单

位之间也往往因为地界不清而发生纠纷。 
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案例 4：梨丰乡的某村和中伏乡某村因

1000多亩耕地发生纠纷。为主张权利，各自都

举出一些证据材料，但又都不够充分。这块地

的权属争议早在文革期间就形成了，由于年代

太久远。很难查清事实。于是法院多次进行了

调解，并请当地党委和政府出面做工作，最终

形成双方各得 500亩的协议。12 

地界不清与土地家庭承包制度的关系也很

大。黑龙江农地主要是连续不断的平原，土地

绵延伸展，给人一眼望不到边的感觉。而家庭

承包制度将土地在农户间平均分配，使连绵的

土地在产权上呈现“碎片化”
13
，农户一般只

占百余垅甚至几百垅的大片土地中的十垅左

右。整片的土地在经各家各户承包后，变成了

分属不同农户的一条条、一块块的紧邻的承包

地。这种划分方式就造成土地边界的模糊。笔

者在调查期间就遇到这样一件事。 

案例 5：‚早上，司法所的干警说，昨天

某村的一户农民在耕地的时候，把别人家的三

十多垅地当成自己家的地种了，现在正由村里

处理着。农民怎么会连自己家和别人家的地都

分不出来呢，除了自然环境的原因，这户农民

还真是太‘剌祜（音 lǎgū）’（做事马马虎

虎）了。‛
14
 

可见，绵延的地貌特征和碎片化的家庭承

包产权关系是土地边界模糊的客观原因。 

土地边界不清还因为耕地的边界每年都在

变化。由于耕种技术要求，每年春耕的时候都

要将土地重新“破垅”、“背垅”
15
，客观上

要求土地的边界每年必须向旁边“滚”半垅，

所以，大块土地中各家各户的土地边界就处于

相对变动的状态中。为解决这种矛盾，通常一

般是农民间对于“滚垅”的方式自行商定，形

成了一些习惯。例如：有的农户间约定，两家

中间的一垅地，由两家隔年轮流耕种（这就是

案例中一方应向另一向“甩”半垅的原因）；

也有少数的农户约定，中间的地垅，两家从中

间为界两家各种半垅；但是，绝对没有约定中

间的一垅空着不种的（后面的讨论中，我们会

知道，从历史的角度看，这是土地边界划分习

俗的重大变化）。而这种情况下，如果双方对

于地界发生争议的，一般是自行协商解决或由

村干部重新丈量划定地界，就可以解决了。但

是，由于土地是农民的“命根子”，加上农村

社会关系复杂，这种看似“计算错误”的纠纷

也往往会发生激化。 

案例 6：2007年秋天
16
的一个清晨，乡调

委会何主任的手机突然响起来，打电话的是某

村村民宋某，诉称
17
：‚自己家的大豆被地邻

张某割了两垅，现在两家正在地头争吵，希望

何主任能马上来处理此事。‛ 

接到报案后，何主任脸都没顾得上洗，立

即骑上摩托车，赶到案发现场。看到眼前的情

景，何主任出了一身冷汗：宋某的媳妇正躺在

收割机前不让收割，张家坚持要非割不可，两

家的男人正手持镰刀互相吵骂…… 

何主任立即制止了两家的过激行为，控制

了局面。随后进行现场调解，通过调查询问得

知：这两家地邻因地界不清，过去就曾闹过矛

盾，早就有积怨。 

何主任派村调委会主任将村里分地时的

台账和米尺拿来。经过实际测量，宋某家根本

不少地。发生争议的两垅大豆是张某家的。 

在事实面前，宋某低下了头，承认了自己

的错误。为确保不再发生争吵，何主任和村调

解员一直等到张某把这两垅大豆割完才离开。 

一场因地界而引发的即将激化的矛盾得

到了化解。
18
 

从更大的范围看，由于以上地界变动的原

因，平常使连在一起的土地在各家独立耕作过

程中边界变得更加混乱，因左右邻地的农户播

种完后，在中间或两边的农户发现留给自己的

土地不足的情况甚为多见。这“丢失”的土地

就要在其他农户的土地中，一户一户地去找了。 
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案例 7：‚长山乡山后的旱地共涉及 13户，

多年来，这 13户在种地、趟地、耙地时互相啃

咬，每年都因边界问题发生纠纷，有时还动手

打架。‛
19
 

3.2 涉及机动地的土地纠纷 

村里没有被承包分配掉的土地，成为村域

中的公共资源。村集体需要有一些收入来完成

公共事务和进行公共建设，笔者在调研的过程

中对此深有感触。 

案例 8：去往长胜村的路都是平整的水泥

路，然而路并不宽，每当有相向行驶的两车相

遇时，就要有一辆车紧靠路边停下，等另一辆

车小心的开过去，才能继续行程。听村里的干

部说，按常规修路要四米宽，可是这里的路只

修了三米半宽，因为‚没有那么多钱‛，就是

在这样的条件下，这个村成为当地少数各自然

村都通水泥路的行政村。而钱的来源则‚得益

于‛土地纠纷。 

这个村与临近的一个农场间长期因土地

边界不清而存在矛盾，甚至双方甚至曾派民警

隔断双家之间的道路。根据农场成立时的规

定，双方的边界是以中间的一条河为界，多年

来许多农民过河开垦土地，而几十年间河道也

多次变更，河界早已失去了意义，到前些年农

民已在河对岸开垦了大量的土地，成为既定事

实。村里和农场为此断断续续地打了两年的官

司，最终村里获得了部分土地，而村里并没有

把这些地作为承包田分给农民，而是留作了机

动地，村里修路的钱，就是从这块地的发包收

入中获得的。如果没有这块地，长胜村是修不

了村村通的水泥路的。
20
 

为完成各种公共事务和公共建设，村集体

需要资源来获取收入，所以保留一部分公共资

源具有合理性。由于历史形成的制度路径，村

里的公共资源也还是由村级正式组织管理，主

要就是机动地、路边地、荒地荒山等。土地承

包后，机动地成为了村集体仅剩不多的公共资

源。
21
对机动地、荒地的发包成为村级组织主

要的经济性工作。另一方面，农民往往只了解

自家土地的位置和数量，而对于村里具体各家

各户的土地承包情况，往往只有村里的干部才

能了解。因为换界、并村等原因，干部之间工

作不连续，存在很多“糊涂账”，引发了一些

土地纠纷。这在一个侧面也反映了土地管理中

还存在一些混乱的环节。 

案例 9：2006年春，某村郭某就其土地问

题来到乡调委会请求调解。 

郭某因为家庭困难，从小没念过几天书，

是一个耿直憨厚的庄稼人，在实在没有办法的

情况下，已过了结婚年龄的他娶了个体弱多病

的老婆，婚后八年他才知道妻子没有生育能力，

于是两口子合计领养了一个女儿，不料女儿十

七岁那年，老伴就因病去逝了，留下了因病欠

下的六万元的外债。为了还债，在第一轮土地

承包时，郭某就将承包地顶债了，自己领着女

儿到七台河市打工。在 1998年第二轮土地承包

时，郭某因为仍在七台河市打工，根本就不知

道分地这事。2003年秋，郭某回乡要地时，自

己原来所在的村已经并到了另一个村，2004年

冬，村委会主任答应将 2006年到期的本村村民

陈某承包的某块机动地给郭某，并和他签订了

承包合同。 

2006年村委会换届选举，和郭某签订合同

的原村委会主任落选了，在办理交接的时候，

原村委会主任并没有和新任村主任进行说明，

于是村里又将此地继续包给陈某 10年。 

到了播种的季节，郭某雇个四轮车拉着种

子乐呵呵地来播种，可一到地却看到这块地已

经被别人种上了，傻了眼，一打听才知道事情

的原委，于是，郭某就去找陈某，可陈某说他

也有合同。面对这种情况，郭某想不出什么好

办法，啥也没说就走了，想：‚合同是我先签

的，地应该我种，现在你种不在理，到时候我

就去管地，你能把我咋样？‛5月末，地里的
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苗都长出来了，郭某就去铲地，被陈某拦住，

锄头杆也给摔折了，还被打了几拳。郭某才找

到乡调委会。 

乡调委会马主任详细了解情况后，通过多

方面做陈某的工作，陈某同意将地让给郭某，

郭某同意将种子、化肥和机耕等费用补给陈某。

至此，一起因村委会工作的疏忽，引起的土地

纠纷终于得以化解。
22
 

机动地是村干部可以相对自由处理的村

集体资产，村干部在发包机动地、荒地、路边

地的过程中也往往暗箱操作，常常造成村民很

大的意见。大多村民都想多种点地，增加收入，

但有限的机动地远远满足不了村民种地的需

求。有的村民就说，“同样是一个村里的村民，

大家都承包同样数量的承包地，可是有的家还

能种机动地，你比方说，他家里包着承包地和

机动地，还照样领粮食补贴，这下收入就差不

少。谁该包谁不该包也没个规矩，说不清楚，

老百姓都有意见。”
23
机动地成为农民与村干

部产生矛盾的诱因，村干部利用职权在机动地

中取得私利，引起很多问题，有些地方机动地

成为一些农村干部滋生特权和腐败的根源，这

种矛盾造成大量的上访。 

案例10：进军村共有耕地面积14000多亩，

1998年土地承包时有人口 3300人，村民人均 4

亩多地，机动地仅有 310亩，每年村民承包集

体机动地时都存在手续不合法、费用不合理现

象，甚至还存在机动地不如实登记、上报的情

况。24 

案例 11：某乡一个农民，在他儿子任支部

书记期间以很低的价格将实际 320亩的林地、

荒地按 180亩承包，而且承包期一签就是 15

年。在详细调查取证、多次做思想工作未果的

情况下，乡政府依法废止了合同，撤销了其儿

子党支部书记职务。
25
 

案例 12：黑龙江省桦川县苏家甸镇朱家村

350户村民联合画押，要求分种村里近万亩‚机

动地‛。村民反映，该村严重违反农村土地承

包法规定，机动地面积几乎达到了总耕地面积

的 50%，一些村领导视土地为己有，随意发包

敛财，机动地背后存在着巨大的利益黑洞。26 

土地是村域内村民的公共资产，村民具有

平均占有公共资源的意识，为了获得更多的发

展资源，农民在土地承包的过程中往往希望把

村里的公共资产多分一些。在第二轮土地承包

过程中，有的村的村民大会决定把包括机动地

在内的所有土地分掉，村集体没剩一点土地。

另外，由于地方上制定了对于长期在外的人员

可以不分土地的规定，所以，第二轮土地承包

过程中很多地方没有给长期在外的农民留出

土地，把大部分的土地都分了，造成 2003年

以后回乡农民依法要地，而村集体的已经没有

土地可分的局面。 

四、近年来土地纠纷的制度原因 

   4.1 近年来农业制度的变迁与农村土地

纠纷的关系 

近年来，中国党和政府高度重视农业发展

和农民利益，相继出台了大量关于农业和农村

的制度，各项制度的相继推出直接影响了农业

收入和土地价值。 

首先简单回顾近些年来土地承包政策的变

化历程。
27
1978年，中国农村土地制度从单纯

集体所有向“集体所有、家庭经营”的两权分

离模式转变。1982年的一号文件《全国农村工

作会议纪要》，突破了传统的“三级所有、队

为基础”的体制框框，明确指出包产到户、包

干到户或大包干“都是社会主义生产责任制”。

这个文件不但肯定了“双包”（包产到户、包

干到户）制，而且说明它“不同于合作化以前

的小私有的个体经济，而是社会主义农业经济

的组成部分”。1983年中共中央颁发了《关于

印发农村经济政策的基本问题的通知》，这个
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文件宣布家庭联产承包责任制“是在党的领导

下中国农民的伟大创造，是马克思主义农业合

作化理论在我国实践中的新发展”。全国农村

开始普遍推行包干到户。到 1983年底，98%左

右的基本核算单位都实行了包干到户，家庭承

包经营的土地面积占耕地总面积的 97%左右，

实现了土地所有权与使用权的分离。这种模式

在保证农地集体所有权的基础上保证了农户的

独立经营权，并对农村土地的经营收益分配关

系进行了调整，“交足国家的，留够集体的，

剩下的都是自己的”。这也就是通常人们所说

的“第一轮土地承包”。1984年中共中央《关

于一九八四年农村工作的通知》，提出了土地

承包期延长到 15年。1997年《中共中央办公

厅、国务院办公厅关于进一步稳定和完善农村

土地承包关系的通知》中规定：土地承包期再

延长 30年和土地承包应坚持“大稳定、小调

整”的原则。
28
根据这一规定，1998年各地完

成了第一轮土地承包 15年到期后的“第二轮土

地承包”。2002年国家颁布《中华人民共和国

农村土地承包法》，《农村土地承包法》赋予

农民长期而有保障的土地承包经营权，明确规

定耕地的承包期为三十年；同时规定：承包期

内，发包方不得收回承包地，不得调整承包地，

并对承包方全家迁入城镇落户的，全家迁入设

区的市、转为非农业户口的土地承包经营权问

题作了规定。 

我们再回顾一下近年来国家惠农政策的发

展。2000 年农村税费改革
29
在安徽省启动，

2002年国务院发布了《国务院办公厅关于做好

2002年扩大农村税费改革试点工作的通知》，

同年作为试点省份的黑龙江省出台《中共黑龙

江省委、黑龙江省人民政府关于印发<黑龙江省

农村税费改革试点实施方案>的通知》和《黑龙

江省人民政府办公厅关于印发黑龙江省农村税

费改革有关配套文件的通知》，从而黑龙江省

在全国率先免征农业税。2005年 12月 29日，

十届全国人大常委会第十九次会议经表决决

定，农业税条例自 2006年 1月 1日起废止，中

国农民告别了有 2600年历史的“皇粮国税”。 

在大幅度地减少向农业索取的同时，国家

加大对农业和农村的投入，开始由工业向农业

的反哺。2004年，中央下发《中共中央、国务

院关于促进农民增加收入若干政策的意见》，

该文件提出按照“多予、少取、放活”的方针，

采取一系列措施，尽快扭转城乡居民收入差距

不断扩大的趋势。主要的措施就是国家开始实

行粮食直补、良种补贴和农机补贴。具体为“提

高农业机械化水平，对农民个人、农场职工、

农机专业户和直接从事农业生产的农机服务组

织购置和更新大型农机具给予一定补贴。”“在

小麦、大豆等粮食优势产区扩大良种补贴范

围。”“为保护种粮农民利益，要建立对农民

的直接补贴制度。2004年，国家从粮食风险基

金中拿出部分资金，用于主产区种粮农民的直

接补贴。其他地区也要对本省(区、市)粮食主

产县(市)的种粮农民实行直接补贴。” 此外，

2004年国家还开始施行最低收购价政策。
30
 

国家惠农政策为农民带来大量实惠。黑龙

江省，2004年就免征农业税 19.5亿元；分别

发放农村粮食直补资金 15.2亿元、良种补贴资

金 2.9亿元。农民人均政策性增收的 219元，

占农民纯收入的 7.3％，占当年农民收入增长

量的 43.7％。农民种田的积极性大大提高，同

年，全省粮食作物播种面积 1.2亿亩，比上年

增长 4.5％，全省粮食总产量为 313.5亿公斤，

比上年增产 62.5亿公斤，增幅为 25％。仅市

县部分 2004年粮食总产达 439．5亿斤，比 2003

年增加 88．16亿斤，因粮食产量增加和价格提

高，农民人均种植业纯收入达 1820.2元，占农

民人均纯收入的 60.5％
31
。另外，2004年，国

家为增强粮食生产能力，投资 7000万元在全国

实行农机具购置补贴试点。合计在东北三省投

入 3800万元，占全国农机具购置补贴总投资的

54.3%。其中在黑龙江垦区投入了 3000万元。
32
 

国家的惠农政策用农民的话说就是：“现

在种地不但不用向国家交钱，国家还倒找钱。”
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农民种地热情空前高涨，直接导致土地的价值

也大幅度的上涨。以下是关于土地价值变化的

一些情况。‚尽管土地承包价格上涨，姜家镇

双安村大部分农户在外承包地，却比上年增加

800多亩。绥化市北林区新华乡今年旱田土地

承包价格最低的都在每亩 140元以上，比上年

高出 40元左右。而那些沿公路用于种植瓜菜、

烤烟等经济作物的土地，承包价格更是高达每

亩 200元，即使这样的价格，农民依然很难承

包到土地。‛
33
昌五镇的干部也说：‚现在地

价上涨，当年每垧 1000元的水稻田，现在已经

涨到 4000到 5000元。‛ 

过去，因为农民觉得土地不值钱，对于自

己的土地利益也觉得不值得去争，所以很多潜

在的矛盾不满并没有升级为纠纷，新政策出台

后，由于土地价值突升，使这些矛盾集中的暴

露出来，从而土地纠纷大量增加，这其中最突

出的是“归燕还巢”所引发的矛盾。
34
 

 4.2 “归燕还巢”式的土地纠纷 

在 1998年左右的第二轮土地承包时，由于

农民负担重、农产品价格低、种田收益低下，

很多农民对种地失去了兴趣，放弃了自己的土

地，把土地转包给亲属或朋友，纷纷外出打工

或另谋生计，成了“离巢南飞的燕子”。在第

二轮土地承包过程中，而占农村人口多数的未

外出农民
35
都希望能多得土地，加上绥化市根

据实际调研情况制定了“对于户口在，本人长

期在外的农民不分配土地”的指导政策，多数

行政村都没有给外出农民分配承包地，也没有

为外出农民预留土地。 

另外很多农民在得到土地后，由于农业收

益低，就离开家乡，把承包地抛荒了，村干部

为了保证各种税费的征收对抛荒地的处理方式

无非就是两种：一是低价转租给愿意种地的农

户，二是由村集体收回，作为机动地再以合同

的方式承包出去。还有很多农民口头承诺不要

承包地，村里为了不让承包地负担的税费落空，

就将其承包地转包给其他农户。在调查过程中，

一名乡里的领导这样描述了当初二轮土地承包

时的实际情况： 

（按国家规定应该是在）分地的时候，户

口在这的人，就得给人留出地来，人在户口在

的，可以挑好的分。人走了多少年了，户口在

的，甩到一边去啊，都无所谓，搞点策略，活

泛活泛，人啥时候回来要啥时候给，不回来之

前按机动地处理呗。 

（可实际情况）不一样啊，（要求多分土

地的）老乡嗷嗷的抱团，因为涉及到切身利益

啊。有的地方干部顶不住，把该留出来的地也

分掉了。
36
 

2002年开始，由于中央的惠农政策，农民

尝到了种地的甜头，当初不要承包地的人转而

回乡要田要地，成了“农村人人享有土地承包

权利”
37
与“土地承包权 30年不变”

38
政策之

间的矛盾。这样就引发了两类人之间的纠纷冲

突：一方面是失去承包地的农民要求得到其依

法应有的承包地；另一方面是握有合法承租合

同的现经营农户，不愿放弃已经承包到手的土

地。这些要地的案件情况复杂，理由多种多样，

但共性的难题是，多数乡村眼下都没有充足的

耕地满足这些要地户的要求。 

‚海伦市祥富镇新设村党支部书记李义

说：‘全村共有 577户，（2004年）今春一下

就回来 99户要求分地，没走的户都抢着包

地。’‛39‚安达市中本镇共有 165户农民提

出要地要求，其中有 38户因第二轮土地承包时

与村里签订协议明确不再承包土地，按照《农

村土地承包法》规定不给承包地，其余 127户

全部如数分到了承包地。解决办法是：对于第

二轮土地承包时包了地又弃耕，承包地被村里

作为机动地发包出去的，由村里依法收回，原

数退还给回来要地的农户，这占到 127户的一

半；对于另一半因各种原因在第二轮土地承包

时没包到地、按政策又该分地的农民，由村里
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从预留的机动地里拿出一部分如数分给农民。

40

    调研时，大家这样描述 2003年后农民回乡

要土地的情况。 

案例 13：镇里干部说：‚二轮土地承包之

后，社会环境变了，土地，中央实行惠农，粮

食直补，种地不但不要钱，国家还得给钱，这

家伙（外出的农民）回来要地，现在（因为）

二轮土地承包回来要地的，自从粮食直补到现

在没消停。‛ 

司法局的干部接过话说：‚没有。天天司

法所（的干部）在下面调解这个事情，昨天我

还接到一个电话咨询，他哪，粮食直补，取消

农业税之前，地不值钱，而且还要交农业税，

要交统筹提留，这样呢他出去打工去了，他把

这地全贱不喽嗖地给亲属啦、屯民啦都签了协

议出手了。取消农业税，粮食给直补，土地值

钱了，他回来要往回要（土地），承包那（音：

nèi）方不给，造成矛盾，亲属也不是亲属了，

亲哥们都不是亲哥们了，干仗。法院在这种情

况下一般不受理，因为有协议和合同，合同一

但签订双方就得去履行。可是情况变了，签订

转包合同的时候和现在不能比，当时是当时的

政策，当时的情况，和现在比比不了，所以农

民有个心理不平衡，
41
有一个不是太明显的不

公平，这种转给别人的都是签订的长期合同，

一转十年，二十年，一看不合适了，完了回来

再要。‛
42
 

案例 14：2007年 5月，村民张某的耕地被

王某抢种了，发生了纠纷。张某在 1998年二轮

土地承包时，由于外出打工，没有分到耕地。

2007年初，张某回来向村里要地。按照国家政

策，应该分给张某耕地。经村委会研究决定，

把王某承包到期的 7.5亩机动地划分给了张

某。可王某非常不理解，坚持不肯让出这块耕

地。于是，就发生了抢种现象。
43
 

案例 15：某村村民周老四于四年前携妻带

子赴天津打工，当时将自己家四口人 26亩承包

田转包给其弟周老七，约定承包期为五年，转

让费 1.3万元。
44
 

周老四在天津打工三年，突发脑病，基本

丧失劳动能力，无奈之下，回到家乡。当他与

七弟协商提前解除土地转包合同时，周老七俩

口子就是不同意。为此事，乡调委会主任和村

调解员反复做周老七俩口子思想工作，但周老

七俩口子不管说啥，就是不同意提前退地。周

老四俩口子把退地钱摆到了周老七家炕上，好

话说了三千六，可钱还是被周老七媳妇撇到了

门外，达到了僵化程度。 

周老四俩口想出了先抢种上然后再说的

主意。于是，周老四在克音河乡的亲属家找了

两台车，起早抢播大豆，等周老七发现时，整

块地已快播完了。周老七看到这一幕，用镰刀

将播地的四轮车三角带割断，并开着自己家的

车将周老四的腿撞伤。为此，乡派出所对周老

七进行了处罚，但两家的这起土地纠纷案件仍

然没有得到解决。 

在这种情况下，乡党委、政府及时组成由 G

绥化法庭、乡调访办、派出所和村调委会有关

人员参加的专门工作组，深入到该村，由乡领

导亲自主持，通过各部门的联合调解，
45
最终

使该案得到了妥善处理。周老四退给周老七少

种二年的转包费 5，400元和利息 1，080元，

周老四种上了自己这 26亩地，使自己家今后生

活有了保障。
46
 

案例 16：2000年 11月，家住泰来县宁姜

蒙古族乡黄花村的刘某打算全家搬迁去外地打

工，在同村居住的李某)知道此事后来到刘家想

买下刘家的房屋、林带和承包田，经双方协商

最后达成协议，房屋作价 5500元，林木作价

3000元，刘某欠县卫生局的 1000元扶贫款的

利息由李凤梅支付，72亩耕地由李凤梅耕种并

交纳土地税费。刘某和李某当时说好了他什么

时候回来就把耕地的经营权还给他。签字的时
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候刘某问李某承包时间为什么写 30年，李说：

‚咱们都是亲属，别看我这么写，我保证你家

什么时候回来，我就把地还给你，绝不差事。‛

可是刘某一家在外生活了一年就生活不下去

了，只好又回到乡里，他找到李某想把地要回

来，李说：‚协议上写的明明白白时间是 30

年，地我不能还你。‛一口否认当初承诺的什

么时候回来什么时候还地的话。以后每年刘都

向李要地，李就是不给，无奈之下刘只好将李

告上法院，索要土地经营权。47 

在近年来“归燕还巢”式的土地纠纷中，

农民间签订的转包合同，农民与村集体间签订

的机动地承包合同都因为利益的改变而成了一

纸空文。一位司法干部，为笔者讲了当初如何

将已公证的合同都撤消的过程。 

案例 17：后五村和后五村后来合成一个

村。其中有不少（土地转包、发包合同经过）

公证的。农民说要认定（将其他农民的承包地

作为机动地发包的）合同无效，公证费得退，

我就分析合同，合同上写的是机动地，机动地

发包，合法，没写是农民的承包田，虽然事实

是农民的承包田。合同得变的无效，是村里欺

骗了乡里，乡里欺骗了公证处，我们公证处是

受欺骗了做的公证，《公证法》上有规定，受

欺骗做的公证不具有法律责任（效力），同时

公证无效，（公证机关）不负法律责任，公证

费我们不给你退。 

公证书怎么办呢，农委也好，乡里也好列

出单子，我都给撤消，结果涉及到好几百户，

又派工作组，把地又划回来了，（其实在发包

土地的时候）有的根本就没动钱，就是化解村

级债务吗，你欠他的，他欠你的，就这么划三

角的这个关系。（后来）把地都整回来了，把

上访的农民（问题）都解决了。
48
 

有学者指出：“现代社会控制机制的主要

功能是契约调节功能„„最为关键的是培植契

约观念，其目的在于使契约规范、强制性契约

和自由化契约内化为个人人格，促使个人行动

转化为社会规范行为„„”
49
 从上面的事实中

我们看到的是：在制度与利益的变迁下，契约

已经死亡。
50
  

    4.3 土地的价值 

中国耕地资源稀缺，到 2007年底，中国耕

地总面积为 18.26亿亩，人均不及 1.4亩，仅

为世界人均水平的 40%。在 31个省(区、市)中，

耕地面积超过 1亿亩的只有 4个，其中内蒙古、

山东、河南的耕地面积均在 1亿亩到 1.2亿亩

之间，而黑龙江省耕地面积为 1.77亿亩，人均

耕地超过 4亩。但这人均四、五亩的土地也只

是农民温饱的阙限。王雅林在 1999年出版的

《延伸地带—昌五社区研究》一书中指出，“就

黑龙江省的多数农民来说，在目前的生产水平

条件下，凭借土地资源种植粮食作物，即使各

级政府采取降低农民负担的措施，农民的生活

也只能在‘温饱’上徘徊。”
51
  

一街村马书记介绍说：‚集镇里的耕地人

均不足 3亩，集镇外各村也就 4亩多。……有

接近 15—20%的农民流转土地（租给他人），

自己开摩的载客，卖水果，开皮革店去了。还

有一些外来户没有土地，只能自谋出路。昌五

镇农民的土地收入在减少，但仍是农民最主要

的收入来源。土地制度 30年不变，也带来了

很多问题：年轻人没地，死了的人还占有土地，

土地分配不均衡。我们村有个村民 39岁都没

有土地。村里的机动地又少又不好，租金还

贵。‛
52
 

同时近年来农资价格上涨也减少了农民

的收益。根据经管站和村干部的估算，2004年

国家出台减免农业税的政策，并给每亩地补贴

15元（个别地方补贴 13元），但是到 2005年

化肥的价格就由规定的每袋80元上涨到了105

元。仅此一项就使农民每亩地的种植成本增加
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了 15元左右。同一时期种子的价格涨幅更大，

玉米种子一般从 2004年底的每公斤 5-5.50元

上涨到每公斤 7-8元，水稻种子由原来的每公

斤 3到 3.50元上涨到每公斤 3.50到 4元。每

亩的杀虫剂、杀菌剂涨价 1元，除草剂每亩涨

价 3元。按中等地力正常年景的每亩水稻、玉

米农资用量，种植 1亩水稻最低涨价 57.5元，

最高 64元，种植 1亩地玉米最低涨价 52元，

最高涨价 63元。有报导指出“尽管国家出台

了扶持粮食生产和抑制农资价格的各项政策，

但由于煤、电、油等的能源性涨价以及运费、

人工成本等增加，造成农业生产成本过高，农

业生产效益低下。几年来，由于生产资料价格

上涨和粮食价格涨幅不同步，生资上涨幅度过

大，且持续上涨，粮价上涨缓慢又不稳定，大

豆出现阶段性暴涨暴跌，玉米价格上涨幅度

小，水稻生产效益低，导致农民在粮食生产上

基本处于微利或者保本经营。”
53
SJ村李副主

任在介绍当地情况时说：近年来农民的收入普

遍滑坡，60-70%的老百姓刚刚能维持温饱。在

有二千多人口的三街村，每年大约有五、六百

人利用农闲时短期外出务工，大多是去往省内

的齐齐哈尔、大庆以及北京、山东等地。男的

大部分是在建筑工地给人当力工，女的则基本

上是初中毕业不愿务农的女孩，主要是给人家

卖服装，做服务员等。
54
种地不挣钱是普遍现

象。“由于制度性因素和经济因素等客观条件

的限制，昌五镇人种植的经济作物比较少，主

要还是种粮食作物，其中占比重最大的是玉

米。玉米的比较利益很低，以致有受访者戏称，

‘农民种苞米就是锻炼身体’。”
55
  

从现实情况看，人均少量的土地使大部分

的农民不能通过土地获得更大的发展。而且，

农民要需支付日常生活、农业投资、子女教育、

子女婚嫁、礼金支出等日常支出。还有要为养

老和疾病的预作防范。几亩土地又能提供多少

保障呢？ 

有研究者认为，农民土地制度选择偏好的

影响因素由强到弱，依次是人均收入、年龄、

人均土地、教育程度、性别和区位。
56
但是只

从农民自身情况研究对于土地的偏好还不全

面。事物对于人们的价值往往是与其他人比较

来确定的。虽然土地对于很多已经离开乡村的

人来说经济利益并不再重大，但是由于制度的

变化造成了对于土地价值期望的改变，造成了

离土农民相对剥夺的心理，人们为了消解心理

上的不平衡，从而引发纠纷。 

    4.4 分裂的共同体 

尤根.埃利希认为社会共同体是决定人们

遵守规则的基础。“一个社会共同体是这样一

群人，他们在相互关系中，承认一些行为规则

具有拘束力，并且至少在通常情况下，是按照

这些规则来调节他们的行为。”
57
在现实中每

一个村落都有自己特殊的社会共同体结构，这

种社会结构能够决定人们的选择。 

案例 18：2006年春，乡调解委员会马主任

受乡党委、政府的指派，在乡长的带领下，进

驻某村，处理解决一起违反政策、私分土地的

信访案件。 

在二轮土地承包的第二年，该村对全村在

二轮土地承包后出生的孩子进行了核查，经核

实共出生 69人。当时村委会领导考虑村里的机

动地较多，就按村里当时分地的标准，将土地

分给了他们。2005年，陆续有群众到乡里就此

事上访，引起了乡主要领导的高度重视，随即

派驻调查组进行调查处理。 

经查，该村共有 59户村民，四个大家族，

涉及的人多、面广，其中有 7个人不符合条件，

应该把地退回来，而这 7个人就是四大家族的

成员，工作难度可想而知…… 

工作组找来党员干部和村民代表，让他们

去做四个家族的工作，没有结果，村委会召开

村民大会，除了党员干部和这 7户外，其他人

就是不来参加。 

经过调查了解到：有 80%的农户与这 7户

是直系亲属，爱面子不想来；有 10%的单姓农
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户，不敢来；其他的农户觉得自己家摊不了几

分地，也不想得罪人。 

于是驻村工作组将工作人员分成两个小

组，分别深入到农户家中，宣传《土地承包法》、

二轮土地承包有关政策和相关法律知识，告知

了全体村民分给这 7人土地的违法。最后工作

组采取流动票箱的形式，抓了顺序号，将这 7

个人的土地分给了应该得到土地的人，及时化

解了这起土地纠纷案件。
58
 

案例 19：正本村有个单身汉叫刘才，第二

轮土地承包时与村里签协议，放弃包地权利外

出打工。这次又提出要地，按政策不该分地，

但刘才说自己年纪大了，打不动工，又是孤身

一人，没地种就断了活路，请求村里照顾。村

民小组会上讨论刘才的要地申请，大伙儿都同

意给他分地。刘才如愿以偿分到了 5亩承包地。 

在涉及“四大家族”的案例中，明明分地

是违法的，可是，村民们并不愿去“惹事”，

最后是乡村干部，采用“流动票箱”的办法使

村民不想投也得投票，才使得“法律正义”
59
得

以强行通过。而刘才回乡要地的案例中本来刘

才已经不要土地了，根据法律和协议都可以或

者说应该不给他土地，可是村民们还是一致同

意从自己合法的生存资源中，分给他土地。人

们之间的关系越近，法律适用的可能性就越小。
60
这与农民间为了土地“兄弟也不是兄弟，连

亲爹都不认了”形成了反差。 

费里德曼指出，“每个新的法律行为起源

于并反映努力产生、阻碍或改变该行为的社会

势力。”
 61
法律的变革、发展的动力在于社会

内部的矛盾运动所形成的社会力量的变化。如

今的乡村共同体是一个正在分裂的共同体。上

面提到过，在二轮土地承包过程中，农民分为

两派，一种是未离开本乡本土农民，一类是长

期流动在外的农民。虽然户口制度把农民规定

在一个村子范围内
62
，但是原来共同生活、共

同劳动、共享各类资源的村落共同体已经分裂

成两个明显的群体。一个是人数众多的，仍然

延续或部份延续旧的生活方式的农民群体。另

一类，是因做生意、打工、躲债等原因，离开

了乡村的人。他们虽然有共同的过去和残留的

亲属、朋友关系，但是也多多少少是“外人”

了。“归燕还巢”的土地纠纷，就是这两个群

体之间的矛盾。 

农民个体的自主行为形成了历史的发展。
63
孟德拉斯在《农民的终结》一书以法国农村

的现代化道路为背景，分析了欧洲乡村社会二

次世界大战以后的变迁过程。认为：传统意义

上的自给自足的农民已经不存在了，目前在农

村从事家庭经营的是以营利和参与市场交换为

生产目的的农业劳动者，这种家庭经营体从本

质上说已属于一种“企业”，但较工业企业又

有其自身的特点，传统意义上的农民正走向终

结。“农民的终结”，并不是“农业的终结”

或“乡村生活的终结”， 而是“小农的终结”。
64
有些学者认为，“最近十几年来，市场经济

原则的浸透和冲击使农村社会不再是传统意义

上的乡土中国”，由于家庭经济和人口再生产

都逐渐脱离了村庄而具有较强的外向性特点，

当下农村社会正在“从社区生活到社会生活转

变”。原先具有血亲关系的“自己人”不断“外

化”，“熟人社会”日益“陌生化”，村庄的

交往日益摆脱“血亲情谊”和“人情面子”的

束缚，走向以利益算计为旨归的共识规则体系。
65
“被一个共同体，如家庭、居民区、国家或

国际专业协会，广泛共享的制度及构成其基础

的价值观，界定着该共同体。”
66
当我们还在

用传统、习俗、本土资源、法律意识、公民意

识等概念分析中国的乡村时，我们也要注意，

我们面对的是一个分裂的共同体。 

4.5 转租还是抵债？ 

虽然土地的保障意义是有限的，但国家法

律和法规还是尽力的保护农民的承包土地权

力。其中，国家为了保证农民不失去土地，明

确禁止用土地还债。1995年《国务院批转农业

部关于稳定和完善土地承包关系意见的通知》
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第 4条指出，在承包经营权转让时，必须保护

实际耕地者的权益，各地要制定土地承包经营

权转让费的最高限额。债务人不得以土地抵顶

债款。最高人民法院 2005年 9月《关于审理涉

及农村土地承包纠纷案件适用法律问题的解

释》第 15条规定，承包方以其土地承包经营权

进行抵押或者抵偿债务的，应当认定无效。 

然而，农民往往会为治病、生产经营、子

女升学、结婚盖房等原因欠下债务。虽然用承

包田抵债是非法的，但还是存在很多规避法律

的现象。 

案例 20：2006年 5月，乡调委会的调解员

在某村处理一起土地纠纷时遇到了前来求助的

王某，王某称自己的 8亩旱地已经 10多年没种

上了，问其原因，他不好意思地说出了实情。 

原来在第一轮土地承包期间，因王某的父

母欠王某叔叔家钱，父母就将全家三口人的承

包田交由其叔叔家耕种抵债，当时王某尚未成

年。后来王某成了家，一直在外打工，近几年，

由于身体有病，无法继续打工，就想回家种地。

可当王某去向叔叔要地时，叔叔坚决不同意，

于是前来求助。 

乡调解员了解事实后，就将王某的叔叔找

到调委会，向其宣讲了有关法律、法规和国家

的土地政策，告诉他用承包田抵债是违法的，

已经侵犯了王某的权益。经过耐心的工作，王

某的叔叔明白了这个道理，认识到了自己的错

误，表示同意将王某本人的这份承包田还给王

某，但王某人父母的那份不能返还，因为王某

的父母欠他家钱太多了，到现在也没还清。王

某仍然坚持要父母的地，双方僵持不下。调解

员耐心做王某工作，并告诉王某没有权利要父

母承包田的经营权。双方终于达成了协议，王

某依法要回了属于自己的那份耕地。 

一起因父母还债而将孩子承包田转包抵

债而引发的纠纷就此划上了名句号。
67
 

案例 21：2003年 3月的一天，双岔河镇调

访办主任苏占有刚刚回到办公室，一位气喘吁

吁的男子就闯进了办公室，‚不好了，要出大

事了！你们快去看看吧！‛苏主任来不及细问

案情，急忙随同此人驱车来到了现场。一进屋，

就看见有四五个男子正虎视眈眈地围着一个

人。 

原来 2002年春天，某村村民王某为了去建

三江种水稻，以年 1.5%的利息向张某等 7户村

民共抬了 9万元钱，当时双方约定，到 2002

年底连本带息一次性还清。由于王某经验不足，

加上天公不作美，一年下来，王某不仅自己几

年的积蓄付之东流，还欠了 10万多元的外债。

为了躲债，王某腊月二十七才回家。当时张某

等七户债主考虑到就快要过年了，也就没好意

思上门讨债。正月初四，王某合计着债主快上

门了，于是就和妻子商定，将承包田委托亲属

耕种，全家外出打工。为了不让债主们知道，

王某一家当晚连夜动身。可纸毕竟包不住火，

张某得到了这个消息，于是连夜带人追赶，最

后，在王某亲属家将某找到，追债的一伙人采

取软硬兼施的办法，将王某带回村。第二天一

大早，其他债主听到消息后一拥而上，再加上

看热闹的，将王家低矮的小房围得水泄不通。

虽然王某这时一再向大家解释，但愤怒的债主

们已无法抑制心中的怨气，说啥也不让王某动

身，非要他立即还钱，大有一触即发之势。看

到形势急迫，张某就跑到乡里报了案。 

苏主任了解清楚事情经过后，决定采取乡、

村两级调解员现场办公的办法，对此案进行调

解。首先，调解员控制了局面，劝散了围观群

众，然后，又分别对 7户债主进行了相关的法

律知识宣教，告诉他们欠债还钱是天经地义的

事，但决不能乱来，限制人身自由是违法的。

‚再说了，你们这么看着他，他也还不上钱哪，

总得想办法解决问题。‛最后，调解员又对王

某的逃债行为进行了严历的批评。王某当场表

示，愿意想办法还清债务。 

接下来，调解员对双方当事人债权债务情

况进行了调查核实，王某共欠张某等 7人本金

及利息 10.35万元，而目前王家除了 45亩承包

田外，没有其它任何财产。根据王某的现状，
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调解员通过耐心细致的劝解，做通了 7户债主

的工作，债主们一致同意只要求王某还本金，

放弃利息的调解方案。王某同意将自己的承包

田一次性转包他人 10年，将所得的 9万元现金

全部用于还清 7户村民的欠款，在调解员的主

持下，双方当事人当场签订了协议书。 

法律规避并不是漠视法律的尊严，相反，

规避行为本身就表明规避者意识到国家制定法

的存在。当他们努力规避国家制定法时实际上

也正是在一定程度上接受国家法律的规则。在

上面的两个案例中，同样是以土地承包的形式

还债，司法干部却采用了两种方式，在第一个

案例中虽然王某利用法律收回了用来抵债的土

地，但是他父母的土地还是用来还债了。另一

个案例中，司法干部主动促成先把土地转包，

再用转包款抵债，因为不这样就会“出大事”。

究竟如何能使“债务人不得以土地抵顶债款”

这条法律真的得到落实，而不再出现借转包之

名、行抵债之实的法律规避，不只是个立法技

术问题，还要重新考察这条法律施行的可能性。 

    4.6 弃户觅补 

农业税已经成为历史，然而在税费改革之

前，因税费征收形成的各种关系还对现在乡村

产生各种各样的影响，
68
其中一种就是农民拖

欠各种税费所形成的村级债务。村级债务产生

的原因很多，有因集体经营的产业亏损造成的，

也有因公共事业建设造成的，等等；但有一种

很重要也很普遍的原因是，许多农民离开乡村

后，多年拖欠村集体各种税费所形成的债务。

在近年多项惠农政策出台前，村集体征收农业

税费很困难，税费征收矛盾是当时最主要的干

群矛盾，调查中很多干部都反映，“大部分农

民都欠村上钱。”税费征收在税费改革前是村

干部工作的难点，很多农民长期离土、离乡，

其应交的税费很难收上来，成了他们“欠村上

的账”。因为税费征收困难，“有的村集体经

济有些收入来源，村干部根本不到农户那里收

取费用，而是由行政村从集体积累中统一给支

付了。”
69
“观念与制度的混乱直接影响到农

民对税费性质及其用途的理解„„因而他们回

避交‘钱’的行为与抗粮、抗费、抗租（承包

费）和抗集资混合在一起，难以区分；应该交

的和不该交的混合在一起，难以区分，许多村

庄因此连合法的税务也不能完成。”
70
也有很

多村主动把农民撂荒的土地承包出去，用包地

的收入抵交农民应要的各项税费。 

案例 22：喇嘛甸镇在 1998年全国农民第

二轮土地承包过程中，通过抓阄的方式分配土

地，落到每个人的名下只有 8分承包地，可是

在划分地块后，富强村有一百多农户嫌土地少

不能养家糊口与村委会之间没有签订书面合

同。村委会为了不撂荒土地，便主动将这些地

集中起来，以村委会的名义统一发包给了三户

农民，而且一包就是 30年。 

案例 23：2004年国家调整土地税收政策，

和平村二轮土地承包时外出打工或户在人不在

的 145名村民回来要地。而早在 3年前，由于

农业连年歉收，有大片土地无人耕种，为此村

委曾在齐市媒体及扎旗发布广告向外发包，均

无人承包。村委便将 2344亩土地以折抵承包费

的形式发包给村上欠其款的 29户农民。为了解

决返村农民和 29户承包户因土地而引发的矛

盾，和平村委当年为返村农民每人每亩地补偿

100元，共支出 13.9万元。同时为彻底解决问

题，该村向乡、县两级农村合作经济承包合同

仲裁委员会申请仲裁，仲裁委员会确认该村与

29家农户签订的土地承包合同无效。15名承包

户联名向齐齐哈尔市人大上访，市人大立即向

市中级人民法院发函，指示认真研究，要依法

立即妥善处理；而返村的 145人及少地户共需

土地 1600亩。 

立案后，民二庭庭长张晓明立即召集办案

人员研究案情，并要求急事特办。随即办案人

员、主审法官巴鑫、王霁虹等一行四人赶赴龙
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江，同当事人谈完后，又召开所有当事人参加

的座谈会，并邀请当地乡长及县、乡两级主管

农业的领导参加。办案人员向承包户征求解决

人地矛盾的办法，缓和了双方当事人对抗的态

势，缓解了承包户激动的情绪，取得了承包户

的理解。 

同时说明座谈会只是沟通思想，不做结论，

给大家时间回去同亲属、朋友商量后再寻求解

决问题的最佳方法。回去后乡里又分别做工作，

并召开党员及村民代表会议，全方位多途径做

工作。随即办案人员又再下龙江，进行调解。 

最后双方在既要解决人地矛盾，又要维持

合同相对稳定的前提下达成协议，即每户按比

例退回一部分土地，以解决村上人地矛盾，剩

余土地适当延长承包期，以使承包户的利益不

受损害。
71
 

乡镇和村上的干部为了完成各项税费征收

任务，自主决定把农民荒弃的土地再发包出去，

用发包的钱来补偿税费，虽然没有什么法律依

据，却也合情合理，并不是什么新生事物。历

史上就有“弃户觅补”和处理“地照重复”的

习惯做法。 

弃户觅补办法。通化自设治后，两遭水患，

三遇兵灾，报地人携照回籍，十数年不返（报

地山东人居多，间有奉天金海盖人报领），俗

谓之‚逃弃户‛。县署为重捐起见，不得不觅

户顶补，历任仿办已三十余年。此项办法相沿

已久，成为习惯。 

附觅补印谕原文：觅户某人，顶补某人，

领名逃弃中地几亩几分，坐落通化县某乡某段，

计地几亩几分，东（西）至某岗沟南（河山）

至某岗沟（河山）。 

案：据警察几区呈请，管界某保某人领名

地几段几亩，该户逃弃多年，历届捐赋久悬无

着，现觅有某人甘愿顶补，经查无论，开列四

至，具结请核等情前来。某查保某人领名地几

亩，自民国某年至民国某年，钱粮亩捐既系某

人代为完纳，查与粮册坐落亩分相符，核与顶

补章程亦合，应准顶补。
72
 

可见为的保证国家税收，基层官员主动收

回“逃弃户”土地对外发包，早就“相沿已久，

成为习惯。”否则，农户占着国家的土地，又

不交税，想来就来，想走就走，基层官员的工

作就没法完成了。不交粮捐，不事农务，基层

政府还会取消其种地的资格。 

地照重复办法。通化设治伊始，报领荒地

各户多山东人，或因土地硗薄不堪耕种，或因

资本缺少无力开垦，辄携照回籍，任其荒芜。

后至之人不知地已有主，又复报领开垦，先报

者携照回通，见地已垦熟，辄起讼端。以先例

判决此等案件，以地系何人开垦，粮捐何人完

纳，该地即归何人管业，重复地照取消。此等

办法相沿，成为惯例。
73
 

种地纳粮是中国两千年的传统，在税费与

种地之间形成了一种必然联系。农业税取消后，

开始了农民无条件获得土地的历史。可是农民

以前欠下的各种农业税费又如何处理呢，日前

还没有相关的规定。《黑龙江日报》报道了这

样一件事： 

案例 24：饶河县 5位农民，因为不分担‚村

集体债务‛，被剥夺土地承包权长达 5年之久。

报道说：‚1999年东升村开始第二轮土地承包。

当时村集体有一笔 14万余元的债务，村党支部

和村委会制订了一个分地的土政策，其目的是

借第二轮土地承包之机，让该村全体农户‘消

化掉’这笔债务。这项土政策的‘要点’是：

凡第二轮土地承包分到田地的农户，在分到承

包田的同时，每亩必须承担村集体债务 70元：

不同意分摊债务者不给地。‛东升村有 5个农

户不愿意承担这笔债务，村委会毫不留情地把

应分给他们的土地承包给其他农户。这 5农户

多次找县乡两级政府，要求恢复承包土地的权
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利，可是县乡政府默许东升村的土政策。几年

中，东升村的村干部虽换了两茬，但是那项土

政策还是延续下来。74 

村干部的行为却也情有可愿，村干部不能

按期足额上交各类款项就会影响自己的职务，

所以在税费改革前，村干部会想办法甚至借钱

上交各种款项，而农民多年未交的各种税费也

就形成村级债务。据干部所说：‚近年来回村

要地的农民，多数长年在外，基本都欠村上钱‛。 

以偿还债务作为承包土地的条件显然不符

合土地承包政策，而且采用平均分配债务而不

问债务形成原因的作法确实也有欠妥当，然而

这样的作法也非仅有。在被调查地区，通过土

地承包化解村级债务，甚至还具有的普遍性。 

“制度为一个共同体所共有，并总是依靠

某种惩罚而得以贯彻。”
75
在土地承包 30年不

变的政策出台之前，收回农民的承包地是村集

体对农民最有效也最严厉的惩罚手段。现在村

集体缺少对农民违规行为的惩罚手段，有时还

会想到收回农民的土地。但这种作法已经失去

了合法律性。 

案例 25：村里陆氏两兄弟因为多年在外，

二轮土地承包时没有分到耕地，2004年两人到

村里要回了承包田，随后他们又将补分的这部

分耕地转让给了村民王某。2005年春天，村里

在补给陆氏兄弟的耕地中划出了 10亩，分给义

务兵家属黄某耕种，理由是陆家属计划外生育，

违反了国家政策。转包土地的王某多次找村委

会要这 10亩地，村里以王某不是原承包人为由

拒绝了他的要求。
76
 

上一个案例中，村干部的作法违反了法律

的规定，当然最终得以纠正。但另一方面也反

映了村干部没有惩罚的手段，所以对很多农民

违法行为也没有办法，所以干部们都说，“现

在下面的工作越来越不好干。”张静教授在研

究乡村基层政权的过程中指出：一些矛盾性的

制度因素相互作用，例如乡村干部收公粮行为

的权威，受到多边制度变化的影响；粮食交易

市场价格（之规则或制度）的出现，给了农民

其他的选择机会，这种变化提高了传统渠道收

公粮的机会成本。但收粮的“强制性”契约可

以达成，乃是因为土地（“公有”或“集体”）

所有权制度惯例的原因，在这种制度下，不签

订上述合约，收回该农民土地的行为（策略）

便成为正当。这两个方面，都蕴涵了制度体系

对农民和乡村干部两方面行为预期的指引，市

场规则的出现是降低干部收粮权威的因素，而

土地集体所有制又是加强这种权威的因素。所

以结论是，基层政权收粮的“有力”程度以及

农民行动的基本策略，随着他们所处的各种（实

际运行着的）制度关系的作用而变化。而这些

制度分别代表着不同的权利分配体系，其中有

利于强化基层政权力的权力，也有些则有利于

农民选择权的增强。
77
近年的土地制度的变化

无疑使得基层政府与农民间的权利分配体系更

加向农民倾斜。 

提供权力保障与促使人们自觉的遵守法律

规定似乎并没有必然的联系。
78
现在很多人也

想在法律的空隙中获得额外的好处。在回乡要

地的农民中，很多人已经在外地安家落户，获

得了土地，但仍然回乡要地，用干部的话说就

是想“多吃多占”。绥棱县，近年曾根据户籍，

对当地群众按政策是否应得承包地进行清查。

经过对 7个省 120个县的调查核实，共清查出

已在外分得土地的农户 215户，涉及土地 4305

亩。
79
在农民积极的利用土地承包制度和逃避

农业税费制度的行为对比中，农民对于国家政

策的选择动机不是价值认同而是利益权衡。而

对于农业税历史问题的搁置无疑促使农民对于

法律和政策采用一种机会主义的态度。 

    总之，近年来的土地纠纷并不完全是经济

情况变化所引起的，而主要是制度变迁过程中，

不同制度对于人们的行为导向不断变化从而引

发人们之间的冲突。 
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附录：与土地纠纷及土地纠纷解决相关的文件列表 

1. 1984年 1月 1日，中共中央《关于一九八四年农村工作的通知》，提出了土地承包期延

长到 15年；

2. 1995年 3月 28日，《国务院批转农业部<关于稳定和完善土地承包关系的意见>的通知》； 

3. 1997年 8月 27日，《中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步稳定和完善农村土地

承包关系的通知》；

4. 1999年 12月 21日，《国务院办公厅关于进一步做好治理开发农村‘四荒’资源工作的

通知》国办发[1999]102号；

5. 2002年 3月 27日，《国务院办公厅关于做好 2002年扩大农村税费改革试点工作的通知》

国办发〔2002)25号；

6. 2002年 7月 20日，《中共黑龙江省委、黑龙江省人民政府关于印发<黑龙江省农村税费

改革试点实施方案>的通知》（黑发[2002]9号）；

7. 2002年 7月 26日，《黑龙江省人民政府办公厅关于印发黑龙江省农村税费改革有关配

套文件的通知》（黑政办发[2002]38号）

8. 2002 年 8月 29 日，《中华人民共和国农村土地承包法》（2002年 8月 29日第九届全

国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过 2002年8月29日中华人民共和国主席

令第 73号公布 自 2003年 3月 1日起施行）；

9. 2002年 9月 26日，《人民调解工作若干规定》，自 2002年 11月 1日起施行；

10. 2003年 12月 1日，《中华人民共和国农村土地承包经营权证管理办法》（农业部令第

33号），  生效日期 2004年 1月 1日；

11. 2004年，中央下发《中共中央 国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》；

12. 2004年 4月 30日，《国务院办公厅关于妥善解决当前农村土地承包纠纷的紧急通知》

（国办发明电〔2004〕21号）；

13. 2004年 5月 13日，《黑龙江省人民政府办公厅印发关于妥善解决农村土地承包纠纷问

题若干意见的通知》（黑政办发[2004]17号）

14. 2005年9月，最高人民法院《关于审理涉及农村土地承包纠纷案件适用法律问题的解释》； 

15. 2009年 6月 27日，《中国人民共和国土地承包经营纠纷调解仲裁法》（2009年 6月 27

日第十一届全国人民代表大会常务委员会第九次会议通过  2009年 6月 27日中华人民

共和国主席令第 14号公布 2010年 1月 1日起施行）。
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15 
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16
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──笔者 
17 
 在民间调解中，运用了“诉”这样一个非

常法律化的言语。可见民间调解活动的有意无意
地法律化。 

18
 “当镰刀即将举起的时候”，《人民调解

实例》，水岭县司法局编，2007年 12月，第 25-26
页。 

19 
“村民多年地界不清纠纷不止  调解人员现

场测量补偿到位”，载《调访援工作实例》，水
岭县司法局编，2006年8月，第62页。 

20
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施第一轮土地承包过程中，为解决人地矛盾、减

少承包地调整次数，或者为解决集体经济组织开

支问题，保留一些土地不实行家庭承包，而由集
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合理的原则分包到户。 
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《农村土地承包法》第 63条规定，本法实施
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五的，不得再增加机动地。„„本法实施前未留
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24 
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载人民日报，2005年 1月 9日。  
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 资料引自程子龙、邹大鹏，“350个村民

手印怒指集体土地利益黑洞”，新华每日电讯，
2004年 3月 31日第 1版。 

27
  参见附录《与土地纠纷及土地纠纷解决相

关的文件列表》。 
28
  该规定的主要内容为，（一）在第一轮土

地承包到期后，土地承包期再延长 30年。（二）
开展延长土地承包期工作，要使绝大多数农户原
有的承包土地继续保持稳定。不能将原来的承包
地打乱重新发包，更不能随意打破原生产队土地
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37 
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大跃进时期农村公共物品供给的政治机制分析※ 

―以河北省徐水县瀑河水库的修建为例― 

李汉卿 

摘要 

大跃进运动的一个显著特点就是发动群众,形成群众运动,借以实现高目标的计划指令.

大跃进运动始于农业领域,而农业大跃进则以 1957 年冬 1958 年春的兴修水利为开端.河北省

徐水县在水利建设中,通过政治动员,充分调动了群众的积极性,从而成为大跃进的典型.瀑河

水库的修建就是徐水县兴修水利的标志性成果.在水库修建过程中,政治动员、社会主义思想

教育、群众运动成为工程建设得以按期完成的重要保障.透过瀑河水库的修建过程,我们可以

发现大跃进的发动有着深刻的政治体制因素.自延安整风开始建立的党的一元化领导,在共产

党获得全国政权后,衍生出了“全能主义”的国家——社会关系.此国家——社会关系类型基

于“国家控制社会”的形成、社会主义意识形态的灌输和政党-国家的政治体制.它也是大跃

进发生发展的深层次原因.大跃进时期农村公共物品的供给在很大程度上忽略了农民的个体

化需求,用集体利益抹杀了农民个人的意志,丧失了公平.这种供给模式影响至今.而问题解决

的关键是农村地区的国家权力实现由掠夺性权力向建设性权力转变,权力运行方式由集权式

向民主化方式转换.为此,中国需要建构一种新的国家——社会关系.这也是现阶段中国政治

体制改革的重要任务之一. 

关键词: 大跃进；群众运动；一元化政治；政党-国家体制；国家——社会关系 

一  引言 

历史是不容忘记的.大跃进运动,给中国带

来了空前的饥荒.中国共产党在回首这段沉痛

的历史时,总结了两方面原因：其一是忽视了客

观的经济规律；其二是由于社会主义建设经验

不足,毛泽东同志、中央和其他地方领导人在胜

利
1
面前夸大了主观意志和主观努力的作用,没

有经过认真的调查研究和试点,就在总路线提

出后轻率地发动了“大跃进”运动和农村人民

公社化运动,使得以高指标、瞎指挥、浮夸风和

“共产风”为主要标志的“左”倾错误严重地

泛滥开来.
2
可以说,中国共产党对大跃进的反

思是正确而不全面的.在反思大跃进之时,我们

不应该仅从经济角度出发,而且要有政治视角.

实际上,中国共产党已经意识到了政治斗争对

大跃进运动的影响,“对彭德怀等人的错误批判

而发动的‘反右倾’斗争,在政治上使党内从中

央到基层的民主生活遭到严重损害,在经济上

打断了纠正‘左’倾错误的进程,使错误延续了

更长时间”.
3
从当时中国政治现实寻找原因,

大跃进得以发动的一个重要原因就是建立在中

央集权基础上的高度政治动员.由此,大跃进时

期农村公共物品的供给也是建立在强大的政治

动员基础上的. 

論文 
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1958年的大跃进运动是从农业开始的,而

农业大跃进则始于 1957年冬 1958年春的兴修

水利运动.
4
在这场运动中,所采用的方法——

军事共产主义、大兵团作战、共产主义协作精

神的提倡等成为大跃进运动的鲜明特征,也成

为人民公社化运动
5
的主要特征.河北省徐水县

是一个名不见经传的华北小县,却在这场运动

中表现的轰轰烈烈,在1957年冬至1958年春的

短短七个月时间,兴修水库228座,打机井2462

眼.
6
正是由于徐水县兴修水利取得了“显著”

成果,为其日后发动大跃进,成为共产主义典型

做了铺垫.瀑（bào）河水库就是在这场运动中

修建的,它是徐水县兴修水利的标志.可以说,

大跃进时期,基于强大政治动员体制的农村公

共物品供给实现了高效率.本文就以徐水县瀑

河水库的修建为例,对大跃进时期农村公共物

品供给的政治机制进行探讨. 

二  农村公共物品的界定 

公共物品(public goods)是与私人物品

(private goods)相对应的一个概念.从最宽泛

的意义上说,私人物品是指能够满足某单个人

消费需求的物品,而公共物品是指可以满足二

人或二人以上消费者需求的物品.公共物品有

时也被译作公共产品、公共品等. 

公共物品一词首先是由瑞典经济学家林达

尔于 1919年在博士论文《公平税收》中提出的.

然而,将公共物品和私人物品给予区分,并给出

明确定义的学者是美国经济学家萨缪尔森.萨

缪尔森提出的公共物品理论是纯公共物品理论,

他认为,公共物品是指“每个人的消费不会减少

任一其他人对这种物品的消费”
 7
.而后,其他

学者也对此概念进行了界定.阿特金森和斯蒂

格里茨认为公共物品指的是：(在对该商品的总

支出不变的情况下)某个人消费的增加并不会

使他人的消费以同量减少.
8
奥尔森把公共物品

定义为：任何物品,如果一个集团

X1„,Xi„,„,Xn中的任何个人 Xi能够消费它,

它就不能不被那一个集团中的其他人消费.
9
综

合上述观点,可以看出公共物品的两个显著特

征：消费的非排他性和非竞争性. 

从不同角度,公共物品可以分为不同类型.一般

从两个角度进行分类：(1)从公共物品的排他性

和竞争性来看,公共物品可以分为完全非排他

的纯公共物品和部分排他的准公共物品(见表

1)； 

表 1  公共物品的类型 

可竞争 非竞争 

可排他 
纯私人物品:如食物、衣服等各种日

用消费品 

准公共物品Ⅰ：如学校、交通系统、社会

保障、电影院、夜总会、图书馆、收费公

路、公园、公共游泳池、自然垄断类产品

等 

非排他 

准公共物品Ⅱ：地表、地下水资源、

地下石油、矿藏、公共草场资源、福

利房等共同产权资源 

纯公共物品：国防、法律制度、社会治理、

环境保护、消防、街道、航标灯等 

资料来源：转引自雷晓康：《公共物品提供模式的理论分析》,西北大学经济学博士论文,2003年

第 14页. 
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(2)从公共物品的供给空间上来看,公共物品可

以划分为全国性的公共物品和地方性的公共物

品,而地方性的公共物品又可以分为城市公共

物品和农村公共物品(见表 2). 

表 2  公共物品的空间分类 

公共物品 区域 竞争性和排他性 

全国性公共物品 
全国性公共物品 

全国性纯公共物品 全国性准公共物品 
全国性公共物品 

地方性公共物品 
城市公共物品 城市纯公共物品 城市准公共物品 

农村公共物品 农村纯公共物品 农村准公共物品 

至此可以得出,农村公共物品是一种地方

性公共物品,是指在农村地区范围内,用于满足

农村公共需要,具有非竞争性、非排他性的社会

物品,“它既包括中央政府提供的覆盖到农村的

全国性公共产品,又包括地方政府和农村组织

提供的受益范围局限于本地区或部分外溢到周

边地域的地方性公共产品.”
 10
农民是农村公共

物品的主要受益者. 

依据不同标准,可以将农村公共物品进行

分类： 

(1)从公共物品的内涵看,可以将农村公共

物品分为农村公共设施和农村公共服务.前者

指具备一定物质实体的物品,如农村中的道路、

桥梁和水利设施等；后者一般不具备固定的物

质形式,如政府管理、社会治安、农业科技服务

等. 

(2)以公共物品所发挥的作用为标准,可以

将其划分为三种.第一,可持续发展类公共物品,

如大江大河的治理、污染防治、治理水土流失

及土地沙化、防护林建设、生态保护、计划生

育、社会福利、基础教育等；第二,农村经济发

展类公共物品,如道路、水利设施、病虫害防治、

农业技术推广、农业信息平台建设、行政服务、

治安等；第三,农村社会基础设施类公共物品,

如饮水、文化设施、广播电视、电力、通信、

卫生防疫等,这类公共物品供给水平的高低,直

接反映了当地农民生活水平的高低.
11
 

(3)依据公共物品的供给主体不同,可以将

其划分为政府供给的公共物品和村委会组织或

者其他农村社会组织供给的公共物品.前者除

了中央政府也包括地方各级政府为农村地区提

供的公共物品,如农村的基础教育、农村合作医

疗和社会保障等；后者主要是指由村民自治委

员会或者其他社会组织提供的,用来满足村民

需求的公共物品,如为了维护全村的治安,而成

立村级联保队. 

(4)依照公共物品的竞争性和排他性程度,

可将其划分为农村纯公共物品和农村准公共物

品.农村公共物品主要包括农田水利、生态林

网、农业科研和农技推广、传播性病虫害防治、

农用电网和道路设施等,其中属于农村纯公共

物品的有农业发展战略,农业综合规划和农业

信息系统建设,农业科技、交通、通讯骨干设施

的建设,大江大河的治理等；其中属于准公共物

品的是指那些与地方农户利益密切,但又是个

别农户所不能干或干不了的事务,包括农村基

础教育、医疗卫生保健设施、农业科技的推广

应用、乡村道路建设、乡村电网建设、农田水

利建设、生态林网建设、小流域治理等.
12
 

至此,可以看出农田水利建设是关系到农

业生产的重要公共物品,特别是在农业生产落

后的条件下,农田水利建设尤为重要.毛泽东早

在 1930年代就提出“水利是农业的命脉,我们

也应予以极大的注意”
13
的观点.1957年,中共

中央也明确提出：“积极广泛地兴修农田水利,
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是扩大农业生产,提高单位产量,防治旱涝灾害

最有效的一项根本措施.多积肥,多施肥,是保

证增产的可靠办法.”
14
瀑河水库作为预防旱涝

灾害的水利工程是徐水县地区的重要公共物

品. 

三  瀑河水库的修建过程 

本文的问题由河北省徐水县瀑河水库的修

建引出,因此需要先对水库的概况及修建过程

进行描述. 

（一） 瀑河水库概况 

瀑河,大清河支流,又名雹河、鲍河.在河北

省境中部(河北省保定市).因源短坡陡流急,洪

水暴涨暴落而得名.瀑河发源于易县狼牙山东

麓,向东南流经徐水县,最后注入安新县白洋淀.

瀑河水库就修建于瀑河中游（位于现在的徐水

县瀑河乡）. 

瀑河水库
15
位于樊（fán）村村北、德山村西,

库址西南北三面环山.1956 年由河北省水利部

门勘测,1957 年 12 月河北省政府批准施工方

案,1958年3月动工,6月底主体工程竣工.该水

库是一座以拦洪为主、灌溉为辅的中型水库,

坝体为均质土坝,南起石龙山,北至黄山,坝长

5843 米,最高坝体 21 米,坝顶宽 4 米,库区 11

平方公里.大坝右侧建有明流输水洞,闸孔面积

为 4.5×4.5米,最大泄洪量 232立方米/秒,引

水渠进口设有小滚水堰 1 道,闸后洞身 60 米,

洞宽5.9米,高6米,洞后建有消力池及海漫段；

溢洪道位于输水洞右侧,与输水洞平行,宽 32

米,最大泄洪量 770 立方米/秒,水库总容量

9750 万立方米,其中防洪库容 6850 万立方米,

兴利库容 2900 万立方米,工程造价 540 万元,

其中国家投资 110 万元.自建成以来,经历过

1963年大水时副坝扒口分洪、1964年水毁工程

修复、1973 年溢洪道衬砌和 1977 年大坝戴帽

加高.然而,遗憾的是瀑河水库修建时没有防漏

工程,近年来华北地区常年干旱,该水库已经干

涸 

图 1  瀑河水库示意图 

资料来源 ：中共河北省徐水县委办公室：《徐水县组织农业生产大跃进的典型经验》,北京：农

业出版社,1958年版,第 135页.
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（二） 瀑河水库修建的背景 

徐水县是一个洪涝灾害多发的县.新中国

成立后,1954年、1956年及 1963年均发生了较

大洪涝灾害,严重地影响了该县的农业生产和

农民生活.瀑河,横贯徐水县境中部,因源短坡

陡,每当降雨后,山洪暴发,水流湍急,泛滥成灾.

“据 1954年到 1956年三年统计,决口 22

处.1954年淹没土地 18万亩,减产粮棉 1134万

斤.1955年淹没 12万 2千亩,减产 772万

斤.1956年淹没 28万亩,减产 1550万斤.三年

统计共减产粮棉 3456万斤.”
 16
为了治理瀑

河,1951年3月,徐水县就成立了春天工作委员

会,进行河堤整修,对险要堤段加固处理.1954

年汛期,河堤决口,10月 27日进行挖河展

堤.1956年和1957年又分别对不同堤坝进行加

固和复堤.除此之外,瀑河水库修建之前,徐水

县已经修建了象山水库、曲水水库和平原水库

等 19座沿流水库
17
,这为瀑河水库的修建提供

了较为丰富的经验. 

瀑河水库修建的另一个背景就是徐水县高

级合作化的实现.1956年 1月 16日,徐水县委

下发文件要求全县小社并大社,全县 925个初

级社合并成为 84个高级社.
18
到 1956年 3月,

徐水县已完成了组建高级合作社的任务.
19
高

级合作社取消了土地分红,实行按劳取酬；牲

畜、农具、果树、林木等作价归社；土地收归

集体所有,不准出卖和出租.高级合作社的成立

意味着实现了生产资料的集体所有制,个人丧

失了对生产资料的支配权,同时有利于将分散

的劳动力集中起来.这就为瀑河水库修建之时

征调大量劳力提供了可能. 

全国范围内兴修水利的高潮也是瀑河水库

修建的重要背景.1956年 1月 23日,中共中央

讨论通过了《一九五六年到一九六七年全国农

业发展纲要（草案）》（简称《农业四十条》）
20
.《农业四十条》提出了“四、五、八”的目

标,“从一九五六开始,在十二年内,粮食每亩平

均年产量,在黄河、秦岭、白龙江、黄河（青海

境内）以北地区,由一九五五年的一百五十多斤

增加到四百斤；黄河以南、淮河以北地区,由一

九五五年的二百零八斤增加到五百斤；淮河秦

岭、白龙江以南地区,由一九五五年的四百斤增

加到八百斤.”
21
为了实现纲要所提出的目

标,1957年 9月 24日,中共中央、国务院发布

了《关于今冬明春大规模地开展兴修农田水利

和积肥运动的决定》,在全国范围内掀起了一场

兴修水利的运动.
22
这个决定认为,“积极广泛

地兴修农田水利,是扩大农业生产,提高单位产

量,防治旱涝灾害的最有效的一项根本措施”；

同时提出了“依靠群众兴修水利”的观点,“群

众性的农田水利,主要是依靠合作社的人力、物

力、财力,并且鼓励社员积极投资,国家只能作

必要的补助.”10月 26日,《人民日报》刊登

了《一九五六到一九六七年全国农业发展纲要

（修正草案）》.
23 
10月 27日,《人民日报》

发表了《建设社会主义农村的伟大纲领》的社

论.这篇社论批评了右倾保守思想,要求“有关

农业和农村的各方面的工作在十二年内都按照

必要和可能,实现一个巨大的跃进”
24
.11月 13

日,《人民日报》又发表了《发动全民,讨论四

十条纲要,掀起农业生产的新高潮》
25
的社论.

该社论进一步肯定了大跃进,认为农业实现合

作化以后,生产战线上来一个大跃进是符合客

观规律的.这些文件和社论的发布,全国上下形

成了讨论和贯彻《农业四十条》的热潮.农业增

收,兴修水利是关键.所以,农田水利建设和积

肥运动也达到了一个高潮.在这种背景下,徐水

县也积极响应国家号召,在讨论贯彻《农业四十

条》的同时
26
,也开始制定修建瀑河水库的计

划. 

（三）瀑河水库的修建过程 

瀑河水库是一座中型水库,原本列入了国

家海河治理计划之中,因而它的修建受到了当

时河北省委、省政府的重视.1956年 4月,河北

省政府委派了勘察设计人员进行地理水文勘测.

此次勘测经历了一年多,直到 1957年 12月,河

北省政府才批准修建瀑河水库. 
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瀑河水库的修建涉及两个方面：一是库区

村民的搬迁；二是坝堤及泄洪闸等的修建.徐水

县委对此项工作很重视,在水库修建之前就建

立起了有力的领导体系和严密的组织体系.为

了统一指挥瀑河水库的修建,徐水县委成立了

瀑河水库施工指挥部（以下简称指挥部）.该指

挥部由县委委员三人组成,下设若干股.
27
库区

农民的安置工作则由盖房委员会负责.此委员

会由 7—9人组成,其中搬迁村三至四人、包房

乡社三至四人、工作组一至二人；另设主任一

名,副主任二人,下设检查收验股、财务股、统

计股、保卫股和宣传股.
28
在水库施工建设方面,

以村社为单位设立中队,村社干部担任中队长、

副中队长和保卫委员；中队下设记工组、瓦工

组、木工组、壮工组、大车组等若干组；每组

各设正副组长一人.
29
同时,徐水县委在施工前

重视对干部的培训.徐水县委还计划召开参加

施工的乡的党委书记会议,专门研究劳力统筹

安排,做到生产水利两不误.较为完善的领导和

组织体系是瀑河水库较快修建完成的保障. 

1.思想动员下的库区搬迁 

水库修建的首要工作是库区村民的搬迁.

对于此次搬迁,指挥部制定了详细的计划.在搬

迁过程中,范（樊）村、大牟山、小牟山的住户

需要全部外迁,屯里、贾庄村需要迁出部分居民,

共计926户,4214人.
30
除此之外,还要在他处选

址以安置库区移民,需要建盖新房、猪圈、厕所

等基本生活设施.按其计划,新房要按照每人

0.75间的标准建造,新建 3176.7间；猪圈 1053

个；厕所 991个.
31
 

为了做好库区居民的安置工作,保证水库

工程正常进行,1958年 1月2日,徐水县委抽调

了30名县级干部,其中3名县委干部,深入搬迁

村庄做好安置和土地规划调查,并详细进行了

房屋等级划分、登记和确定新村位置等工作.

这些工作可以分为三个阶段：
 32
 

第一,思想发动阶段.指挥部首先在党内统

一了思想,层层解决思想问题；然后再召开队、

总座谈会和社员大会,宣传修水库的意义,培养

骨干发动大家,做到家喻户晓,最后统一社员思

想. 

第二,房屋登记阶段,划分旧房等级填表. 

第三,审查、贴榜、公布、定方案. 

建房的乡社,要与盖房委员会签订盖房合

同.搬家社为甲方,包房社为乙方,一切行事均

以合同为准.指挥部要求 2月 23日开始建造新

房,用大约一个月的时间,即 3月 20日完工；要

求 3月 21日—26日将猪舍和厕所修建完毕.此

外,建房的木工和瓦工自带所需工具. 

1958年 1月 3日开始对搬迁村民进行思想

动员.在统一思想的基础上,于1月15日发动了

八个乡 1100辆大车
33
、3500人开始搬运石头.

截止到 2月 25日,已运石头 17 540方.按照既

定计划,2月 21日,小牟山开始向雁门村搬迁,

大牟山、范村、屯里和贾庄并房腾房.2月 17

日,开始向新村搬入一部分,3月 6日搬完.2月

21日,外迁村庄也要一并搬运建造房屋等所需

的柁、檩、椽、门窗、条石、砖、石板等,并开

始打房箔、圈箔.这两项工作均要求于 2月 26

日完成. 

1958年 1月 31日,指挥部向徐水县委汇报

了水库修建前准备工作的进行情况.主要内容

如下： 

在搬家思想动员阶段,召开了各种不同类

型的会议,健全组织,成立了由主要干部 7-9人

组成的搬家委员会.并听取了社员的舆论和对

当前的主要问题进行了研究.召集的会议有乡

党委书记会议、支书和社长会议及由各村召开

的支委会议、党团员会,首先在党内统一思想,

然后召开了社员大会,干部负责分片做好宣传

工作.通过会议也摸清了一些干部和社员的思

想情况,主要是这样三种：一是怕搬远了（搬到

内蒙古）；二是怕分散,见不着面；三是害怕第

一年生活有困难.其中,贫农愿意搬,相信政府；

上中农房子好,则不愿意搬.针对这些问题,采

取了不同的措施.如,邀请怕搬远的干部社员到

新村选址参观；有好房子不愿意搬的,不知道新
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房样子的,组织到釜山村参观,并说明好房子可

以多补助；害怕分散的,则号召全村集体搬迁.

同时,在思想动员的工作方面,注意依靠贫农、

团结中农、防止地富反右坏份子破坏. 

在房屋等级评定方面,按照高岗少填土、贫

苦户能盖起来、等级屋价、幅度合理的原则.

其中一等房屋 52元；二等 50元；三等 48元. 

随着搬迁工作的开展,与库区居民见面以

后,针对社员思想混乱、生产情绪低落等情况,

搬迁委员会采取了紧密地与生产结合、深入住

户座谈、实施搬迁安排措施、通过培养骨干典

型发言表态、召开大小会议教育社员等手段,

逐步解决了思想问题.如范村有部分干部社员

不愿意搬迁,经过会议的典型发言,带动了大家.

其中六十岁的李洛为说：“我开始是搞不通,

不愿搬,有乡土观念,可是听同志们一说,水库

修好后,全县水利化,还给盖新房,这样可以了,

政府需要叫搬就搬”.
34
 

搬迁委员会还通过结合实例、采取教育和

辩论的方法打击“邪气”
35
.屯里村民邢瑞青说：

“政府叫搬家,还不定给盖什么样的小房呢？”
36
这样一来,动摇了一部分不坚定户,据此搬迁

委员会组织他们去釜山参观（曲水水库搬迁户）

后进行了讨论和辩论,树立了其搬迁的坚定信

心.通过宣传教育统一了社员思想后,搬迁委员

会开始进行房产登记、审查和评议等工作.在房

屋等级评定上,为了使得安排合理,搬迁委员会

在范村开展试点,组织搬迁,村干部由现工作组

直接掌握,组织就地讨论,按照标准,结合实际,

划分等级,等级标准统一,解决问题,填完表后

均通过了社员大会讨论、张榜公布等过程. 

在土地调查和新村土地确定方面,搬迁委

员会根据附近村庄、人口和土地,听取了搬迁村

干部和社员的意见,进行了统筹安排.首先,召

开了党委书记和社长支书会议,进行献地并具

体研究土地的基本建设的处理（如机井、砖和

石井等）；然后,组织搬迁户去献地村参观,由

献地村介绍情况,并在生产上和一切物质方面

给予大力支持.通过实地参观,搬迁村的干部和

社员都较为满意,解除了思想顾虑等问题. 

土地确定后,搬迁委员会于1958年 1月 14

日召开了党委会议,有搬迁村干部参加,在会上

说明了修建水库的重要意义,同时安排了搬迁

村的拆石头工作,还确定了各乡大车和搬运石

方的任务.
37
在发动各乡派出大车时,搬迁委员

会进行了思想动员工作和组织工作,依靠发动

群众、社内自带草料、人送干粮的方法搬运石

头. 

搬迁和修建新房的过程,是首先由搬迁户

自报,然后搬家委员会审议,最后大家讨论的办

法,以确定各社户应盖的房间数.将拆多盖少的

赔偿款发给住户本人,木料问题原则上由各社

统一处理,并提出因陋就简的原则,这些均由搬

家委员会统筹安排,适当进行规划.最后,确定

926户 4 214人搬迁,共需要盖房 3 176间（其

中有社队学校用房 308.5间）,每人平均 0.75

间,盖猪圈1 053个,厕所991个.这些工程大约

需要石方 17 542方,根据建筑工地远近时间,

要求各社于旧历新年（2月 17日）前完成.最

后确定发动 8个乡,1 100辆大车及 4 500人于

1958年 1月 14日开始了这一工作（其中有两

个乡是 26日开始的）.到 1月 31日,运送石头

共计 12 000石方,占任务的 70%,预计在旧历新

年前能够完成. 

在搬家盖房的过程中,指挥部还提出了一

些口号,如“不怕寒风刺骨、大雪浇头”.工作

开始十多天以来,社员情绪很是高涨.尤其是雪

后,为了不延误工作,干部和社员甘冒零下二十

度的寒冷,迎着六级大风进行架桥修建.大王店

乡大队长周飞池向广大社员提出“服从领导听

指挥、守纪律、注意安全、任务不完不回还”

的口号
38
,从而鼓舞了社员情绪.由此,库区搬

迁工作也得以顺利完成. 

2.竞赛式水库工程的修建 

瀑河水库的修建始于 1958年 2月 17日,

基本竣工于 6月底,仅有短短的近四个月的时
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间.此工程的修建完成,依靠的是军事化、竞赛

式管理,在强大的思想动员下,民工们以超强的

劳动强度完成了这座中型水库的建设. 

下面先介绍一下瀑河水库的工程情况.
39

瀑河水库主体工程由大坝、溢洪道、放水洞、

反滤层和护坡等构成. 

(1)大坝长5 700余米,有主坝和副坝之分.

其中主坝长 400米,高 18.2米；副坝平均高 5

米.这项工程大约需要石土 450 000立方,每工

平均效率为一方,共需要用工 450 000工. 

(2)溢洪道开山,底宽30.8米,长约104米,

共计 29 750立方.平均效率 0.5方,则需用工

59 500（外有消力池陡坡尚未设计出来没有计

算在内）. 

(3)放水洞开山,底宽 10米,洞长 99米,工

程量约 106 735方,平均效率 0.4方,那么需用

266 837工. 

(4)反滤层（尚未设计出来）,约计 5 000

石方（沙子）,平均效率 0.7方,需用 7 143工. 

(5)护坡.需要沙子105 283立方,平均效率

0.5方,需要 210 566工；卵石 54 160方,平均

效率 0.3方,需用工 180 533.护坡外面需要砌

石 20 000方,平均效率 0.7方,需要 28 571工.

运输石料 5里（1里=500米）远,需 50 000工. 

此外,还需要修建护村埝,其中屯里村、贾

庄村约 3000米,约计 150 000土方,平均效率 2

方,需用 75 000工；围埝护坡需要沙子 1 875

方,用工 3 750工；卵石 1 875方,用 6 250工；

块石 1 875方,需 2 979工.漕夯、回填 100 000

方,平均效率 1.5方,用工约 66 700工.河床铺

盖长约 3 000米,平均宽 20米,厚 1.5米,用土

方 90 000方,平均效率 2.5方,需用工 36 000

工. 

按此设计的水库库容为：正常水位 71米,

蓄水 53 450 000方；最大洪水 72.8米,可蓄水

65 400 000方. 

为了及时地修建完成瀑河水库,指挥部还

制定了较为详细的时间进度.整个水库的建设

大致分为这样四个步骤
40
： 

第一步,溢洪道、放水洞的修建.闸门的安

装等项工程计划投入 1 200个劳力,昼夜工作.

溢洪道工程计划 1月 25日至 5月 25日完工；

放水洞工程集中技术力量昼夜突击,计划 1月

26日至 3月 6日完工. 

第二步,漕夯、修筑反滤层.漕夯土方 50 

000方,每人效率 1.5方,需用工 33 350工,这

一工程大体上分两步来做： 

(1)土坝漕夯,计划 3月 6日至 3月 10日,

大约 5天的时间完成. 

(2)块石河床漕夯,3月 10日至 3月 20日

完工.反滤层约计块石、粗细沙 5 000余方,计

划 3月 21日至 3月 25日完工. 

第三步,筑坝,计划 3月 10日至 5月 10日

完工. 

第四步,修建护坡（包括沙子、沙石和块石）,

计划 4月 10日至 5月 15日完工.河床铺盖,预

计于5月15日至5月25日完成.护村埝的修建

计划于 3月 6日至 4月底完工. 

可以看出,瀑河水库虽然是一个中型的水

利工程,但是预定的修建时间较短,且较长时间

集中在冬季施工.这对于徐水县来说,是一项艰

巨的任务.此外,瀑河水库是在响应国家提出的

勤俭建国、勤俭办一切事业的精神下修建的,

因而当时的水利建设遵循着以小型为主、大型

为辅,民办为主、国家辅助为副的方针.基于此,

对于瀑河水库的建设,国家只支援了一百万元

的物料款,与实际预算费用相距甚远.在此情况

下,徐水县委决定除了依靠群众勤俭治水以外,

不足部分由全县均摊.面临这样的困境,指挥部

也指出了战胜困难的有利条件
41
： 

一是依靠合作化的优越性.社员们经历了

社会主义思想教育和全民整风运动,思想空前

提高；同时也有去年冬天水利积肥的锻炼,社员

们已经具备了相关的经验和知识. 

二是有上级党政的正确领导和支持,有省

水利部门的技术协助,再加上我们主观的努力,

正确利用过去施工经验,虚心学习,以艰苦奋斗

刻苦钻研的精神,可以找到克服困难的途径. 
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在工作方法上,指挥部也进行了说明,即

要充分发挥我们领导的技巧,依靠贫农,发挥党

团的核心作用.如发动群众,有事和大家商量,

在工作中掀起一个急干、猛干、苦干的革命干

劲；通过工地革命台,提出合理化建议,搞宣传

使水库修建的意义人人皆知；休息时间广泛开

展文化娱乐,活跃民工文化生活,以搞竞赛、评

比参观,搞运动的方法,树立旗帜,带动落后,把

工作推向高潮.指挥部为了鼓舞大家工作,交流

经验,规定定期评比,对模范大队、中队给予奖

旗奖励,模范个人要颁发奖状、物质和精神奖

励. 

在详密的安排和强有力的领导之下,瀑河

水库的修建也得以加速,甚至跃进.如“瀑河水

库工地于 3月 15日前,仅有六个乡的民工 2300

名开始进行崩山和搬家盖房；3月 16日起,又

有十四个乡的 10 584名民工开始筑坝.目前投

入水库建设工程建设的共二十个乡,有 13 033

名民工.”
42
 

同时,在县党委的统一领导下,以党团员

为骨干,工地开展了社会主义劳动竞赛.指挥部

在 3月 23日至 29日开展了“跃进周”活动,

并采取了四点措施
43
： 

（1）思想动员.指挥部结合工程质量优劣

和工地效率的高低,联系思想生活,组织了不同

形式与不同内容的辩论会、张贴大字报、刊登

工地战报、漫画等.如通过思想摸底,部分民工

埋怨“活累,生活苦”,认为在水库工地上劳动

不如在社里干活清闲,因此劳动不积极.针对这

种情况,指挥部立即开展了“小米是哪里来的,

吃小米饭到底苦不苦”、“为谁修水库,怎样才

能修好水库”的辩论.通过辩论,有 8 657人写

了决心书,表示“坚决响应党的号召,服从领导,

苦战三个月,不修好水库永远不回家”. 

（2）开展双比,设立三台.跃进周运动中,

指挥部通过竞赛形式,设定评比条件,展开了石

工与土工、土工对盖房工和队与队、人与人之

间的比干劲、比钻进的劳动竞赛,先进工地飘红

旗,后进工地挂黑旗.工地上还设立了跃进台、

比武台、英雄台.工地遍地是跃进车、跃进篮、

跃进坑和跃进父子车、夫妇车、姐妹车.崔庄村

的青年突击队（18人）通过比赛跃进坑,大大

提升了工作效率,跃进周前为 0.82个标准工,

跃进周开始达到 1.4工,最后提高到 2.3工. 

（3）参观检查,组织工地会议.跃进周开

展起来之后,为了鼓舞先进、帮助落后,指挥部

及时深入工地,组织干部相互检查,从中发现典

范,就地开会,评议谁先谁后,并随即进行全面

综合,书写大字报,领导亲自向先进队送喜报,

给落后队提出批评、建议. 

（4）总结评比,树立模范旗帜.在跃进周

的末期,根据竞赛内容,依据工程质量、数量、

安全、出勤等进行全面大检查.事后进行评比,

共评出五个跃进大队,二十个跃进中队,先进模

范人物九百九十一人,树立了单位和个人的模

范旗帜.为巩固既得成果,鼓舞干劲,启发带动

全盘,指挥部于 4月 1日召集全体民工,举行表

彰大会. 

这种竞赛已经成为瀑河水库建设的主要

工作方法.建设期间总共开展了一个跃进周、三

个突击旬、一个红五月、二个双周的竞赛活

动.
44
这些竞赛活动,大大提高了工作效率,缩

短了工期.此外,工地的骨干积极分子,还开展

了“双反、扫五气”运动,主要是针对工地上个

别单位和个别人盗窃国家的物料财粮、投机捣

鬼、欺骗领导等坏人坏事进行了检举揭发,开展

斗争,对劳动纪律松弛、自由散漫、消极怠工分

子进行了辩论.
45
 

另一方面,思想政治工作的实施也成为了

瀑河水库按计划修完的重要保障.指挥部为了

使得水库于汛期前竣工,从 1958年 1月开始就

很重视开展思想政治工作,总共发动了二十个

乡的 13 025名民工,其中党员 735人、共青团

员 1 140名；为了以思想的跃进保证工程的跃

进,建立了工地党委会和团委会,以乡为单位建

立了党、团支部,大力加强了思想政治的领导,

紧紧掌握了“兵马出动,政治先行”这一有力的
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政治武器.
46
具体来说,主要围绕这样几方面开

展工作：
47
 

（1）第一是掌握思想底细,及时思想站队.

首先是以党支部为领导核心,逐级进行思想摸

底；然后,根据情况作具体分析研究,进行思想

站队,将其分为思想进步、不甚进步、落后三种.

通过调查摸底,民工的政治思想情况整体上是

好的.但还存在着 20%不甚进步的和 10%思想落

后的民工. 

（2）第二是加强（社会主义）前途教育,

密切联系实际.为了提高干部和民工的思想觉

悟,根据思想摸底中发现的问题与变化,指挥部

及时召开骨干和全体民工大会,进行系统地社

会主义前途教育,具体贯彻了农业发展纲要和

全县农业生产跃进计划.例如,以回忆对比的方

法讲解了过去、现在、未来农村的发展变化,

并联系水库工程效益,说明只有在共产党的领

导下,合作化的基础上,才能大兴水利,根治千

百年来的水患.这些报告和讨论,起到了显著效

果,如河庄村的一名民工薛辉就说：“过去是给

地主干活,今天是为自己劳动,定可得加油干.”

中所营村的民工李运,刚来工地时劳动不积极,

听了报告后说：“早是穷身汉,翻身分牛羊,参

加合作社,生活又提高,从今积极干,报答共产

党”. 

（3）抓骨干闹运动,抓思想搞辩论.为了

使工程、思想双跃进,指挥部依靠骨干,闹运动,

通过运动,深抓思想,及时开展辩论.主要方法

是适应不同时期的需要,开展形式多样的劳动

竞赛,并通过辩论及时地解决问题,提高民工的

思想觉悟. 

（4）依靠群众,开展工地宣传.根据工区

面广人多的特点,指挥部在全工地组织了一条

宣传战线,从指挥部到小组,昼夜有专人负责,

而且在群众中培养了 1 158名宣传骨干分子,

划分宣传工区,设立宣讲台,结合典型事迹开展

宣传.此外,宣传骨干还分头挑起宣传担子（内

有麦克风、放音机）,带上宣传品,日以继夜巡

回工地,书写张贴大字报、画漫画、编数快板,

开展小型多样的宣传活动.与此同时,指挥部还

依靠群众办起了“工地战报”,共发刊 28期. 

应当说,瀑河水库的修建离不开有力的领

导.但是我们最不应该忘记的是民工们的辛勤

劳动.瀑河水库的修建使用了大量的劳力,是民

工们在付出了超强的劳动才得以完成的.民工

们的昼夜施工,才是水库按时完工的重要保证.

当时曾参加修建瀑河水库的一位老人这样叙述

他们的劳动情况. 

“瀑河水库修建之前并没有得到任

何消息,只是在征调劳力的时候由村支部

作了宣传说明.征用的民工年龄约在 18

岁～50 岁,是从各个大队（当时一个村为

一个大队）按指标强制征用的.参加修水库

那年我 21 岁,曾参加过搬家村盖房和修水

库两项工程.当时也没有大型的机械,如推

土机、挖掘机等,基本上是全靠人力,挖土

用搞头、铁锹,运土则是用土篮、独轮车,

大坝夯基则用石夯,每四个人抬一石夯.这

样一来,就需要大量的人力.而各乡的壮劳

力是有限的,这就导致了较高的劳动强度.

我们休息的时间很短,每天大约只有五个

半小时的休息时间,早上四点就要起床、四

点半集合,去工地劳动,八点在工地吃早饭,

中午十二点下班,下午一点上班,就要一直

干到晚上十一点,晚上下班后就只有十几

分钟的吃饭时间.我们吃的饭大都是玉米

面饼子,劳动也没有报酬.对于逃兵、怠工

者也有很严厉的惩罚机制,如摇煤球、批

斗、熬鹰等.也有的人为了逃避劳动和惩罚

而装病.” 48 

水库的修建始于 1958年 1月（从搬迁算

起）,工程基本竣工于 6月底.在当时建设手段

极其落后的条件下,徐水县只用了半年左右的

时间,就修建成一座中型水库.具体分析,其直

接原因主要有这样三方面： 
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第一,水库修建过程中政治挂帅,充分发

挥党团的政治优势,动员群众,做好民工的思想

工作. 

1957年冬开始的兴修农田水利和积肥运

动是一场群众运动.中共中央和国务院认为,

“这个运动,应该成为随着目前农村社会主义

教育高潮而来的生产高潮的主要组成部分”.
49

徐水县为了贯彻中共中央和国务院的决定,也

在本县掀起了一场群众性的兴修水利和积肥运

动.瀑河水库就是在这场运动中修建的,因而带

有鲜明地政治色彩. 

同时,瀑河水库的修建规划中提出了这样

的要求：各乡统筹安排来水库的民工,应是身体

健壮的青壮年（年在 18至 45岁）,贫农成分要

占绝对优势,党团员要占 15%左右；地主、富农、

反坏分子不要.
50
将劳力划成分,这已经体现出

了瀑河水库的政治性,徐水县委、县政府将其看

成了一项政治任务. 

    瀑河水库修建的过程中,开展竞赛活动也

成为重要的工作方法.竞赛活动中的评比记分

也表现出了政治挂帅的特点（见下表）. 

瀑河水库大队评比记分表 

政治领导 

（20%） 

工程效率 

（25%） 

工程质量 

（20%） 

扫盲宣传 

（15%） 

卫生出勤 

（10%） 

安全保卫 

（10%） 

总评分数 

100% 

中所营 18.3 25 17.7 13 10 9 93 

遂  城 18.7 19 18.3 11.7 8 9 85.7 

六里铺 17.7 19 17.7 13 8 8 83.4 

南庞山 17.3 16 19 12 9 9 82.3 

正  村 18 15 18 13 9 9 82 

文  村 16.7 16 18 11.7 8 9 79.4 

南庞村 16.7 13 17.7 13 9 9 78.4 

釜  山 16.7 12 17.7 11.7 10 9 78.1 

太保营 17 12 18 11.7 10 8 77.7 

义合庄 17.3 13 17 13 6 9 75.7 

小刘庄 19.3 11 17.3 13 7 9 74.6 

大王店 16.3 12 17 11.7 8 8 74 

团结队 13.3 14 18.3 12 7 9 73.6 

户  木 15.3 10 18 11.7 7 9 71 

资料来源：瀑河水库施工指挥部：《不怕天长日晒,不怕狂风雨淋,胜利旬民工完成河床铺盖长十

里,主坝上土一万六千方》,1958年 7月 4日,徐水县档案馆. 

通过这个记分表,我们可以看出政治领导

和工程效率的比重是处于前两位的,而工程质

量则是处于第三位；在分值上,政治领导与工程

质量等值,工程效率则大于工程质量.这就说明,

指挥部较为重视政治工作,以确保工程效率和

工程质量. 

库区搬迁和水库修建过程中,指挥部开展

了形式多样的思想动员会、辩论会、宣传等,

成为水库修建的重要保障.在生产建设手段落

后的条件下,对民工的思想发动起到了一定的

作用.之前的“农村全民性整风运动,广大群众

的社会主义思想觉悟大大提高,这也为胜利地

完成水库工程奠定了有力的思想基础.”
51
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第二,凭借合作化的优越性. 

瀑河水库是在徐水县合作化实现之后和在

兴修水利的高潮中兴建的.当时大跃进已经形

成,对劳力实行无代价平调,全县大部分村义务

出工,成为修建水库的劳动力.这样就大大减少

了劳动力成本,实现了节俭治水.合作化过程中

的社会主义思想教育和整风运动,也使得农民

的行为具有了表面上的一致性——服从共产党

的领导和上级的安排.据记载,此工程共调集民

工 12 000人,保定地区组织雄县、涿县支援 3 

000人,固城驻军支援 1 100多人.
52

第三,建立了一个健全的组织和管理体系,

这是政治动员的组织基础,有效地保障了工程

进度. 

徐水县政府成立了由县委委员三人组成的

施工指挥部,专门负责瀑河水库的修建.指挥部

下设若干股,负责具体事务.为了顺利完成库区

居民搬迁,指挥部成立了搬家委员会.在水库施

工组织方面,设立了中队（以村社为单位）,中

队下设组.指挥部还组织了一千余名的宣传骨

干分子,负责宣传典型,发挥带动效应.此外,瀑

河水库的修建计划有一个较长的规划过程,是

由河北省水利部门花费一年半左右时间勘测而

形成的,并且每部分设计需要花费多少人力、物

力都有着较为精确的计算,因此具有较为科学

的设计.这些因素使得在水库修建过程中的政

治动员得以实现,促成了水库修建的按期完成. 

四、一元政治体制下的政治动员——对瀑

河水库修建过程的思考 

1957年冬,中共中央发起的兴修水利和积

肥运动,拉开了全国性农业生产大跃进的序幕.

徐水县作为兴修水利的先进县而得以闻名,瀑

河水库的修建则将本县的农业生产大跃进推向

了高潮,进而成为大跃进的典型.
53
 

瀑河水库是一座中型水库,原属于海河规

划,需投资 700万元.后来河北省将其压缩至

500万元.最后在民办公助的条件下,国家辅助

100万元,其余资金自筹,共动用劳力 170万人

次,完成土方 130万方.它的修建得以按期完成,

主要在于这不仅是一项水利工程,而且是一场

轰轰烈烈的群众运动.整个过程中,徐水县委开

展了强大的政治动员,在设备手段极其落后的

条件下,打破了按受益多少分摊劳力和物料资

金的原则,采用全县统一规划,统一调配劳动力,

按先后秩序进行施工,仅用了半年左右的时间,

就修建完成了这座以防洪为主兼顾灌溉的水库,

从而有效地缓解了瀑河中下游的水害.这对于

“靠天吃饭”的农业生产具有促进作用.至此,

就形成了一个重要的问题：当时的政治动员何

以实现,或者说,强大政治动员的背后是什么

“看不见的手”在发挥作用.本文认为,那时的

政治动员得以实现的关键要素是,新中国成立

后,建立起了以中国共产党为首的一元化政治

体制.在一元化的政治体制下,中国政府、特别

是农村基层政府具备了政治动员的条件,从而

实现农村公共物品供给的高效率.那么又是哪

些因素促成了一元化政治体制的产生呢？应该

有这样几个方面的原因： 

（一）“国家控制社会”关系模式的形成 

“国家与社会关系”是政治学研究中的老

话题,此研究范式关注的是权力在国家与社会

的分布与作用状态.
54
随着社会主义三大改造

的完成和农村合作化的逐步实施以及整风运

动、反右派斗争的开展,中国共产党初步建立起

了一元化的政治经济体制.这不仅表现为经济

领域的全面国有化或者集体化,而且表现为反

右派斗争中民主党派受打击和文化思想领域的

社会主义化.这就意味着中国共产党已经在经

济、政治和文化思想领域占据了绝对领导地位.

此时期的国家与社会关系,表现为“强国家——

弱社会”的“国家控制社会”的模式.在农村,

借助合作化和社会主义思想教育运动、反右斗

争,国家权力实现了对社会的全面渗透. 

1949年之后的中国,在政治上,建立了中

央集权体制,中央政府掌握着绝对的权力,这既

包括资源的分配权也包括对地方政府的干预

权；在经济上,高度集中的计划经济使得地方政
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府丧失了发展自主权.两方面因素相加就导致

地方政府权力的空壳化,地方政府成为中央政

府政策的执行者.因此,在很大程度上,当时的

各级地方政府就承担了为中央政府的代理人角

色.同时,各级地方政府领导人的考核权又都掌

握在上级政府,这就加剧了地方政府的政治化

倾向,它的主要任务是如何完成上级政府分配

的各项政治经济任务.地方政府活动是以其代

理人角色为前提的,所以称其为“代理型政权

经营者”.
55
 

基于此,徐水县政府也可被视作国家政权

的一级代理人.当中共中央发出兴修水利的号

召时,全国范围内开始积极响应,徐水县也“因

地制宜”地采取了各种各样的措施,涌现出了形

形色色的“典型”.瀑河水库就是在这样一种体

制下修建完成的.它的修建,尽管国家只拨款

100万元作为物料款,与实际使用资金相差甚

远,但是徐水县政府克服了重重困难,按期完成

了修建计划. 

（二）社会主义教育与自我保护性顺从 

中国共产党是一个重视思想宣传和意识形

态教育的政党,在革命战争时期如此,新中国成

立之后亦然,这也是它能够夺取和巩固政权的

重要原因之一.在社会主义教育方面,中国共产

党采取的是搞运动的手法.为了肃清以王明为

代表的“左”倾机会主义、教条主义的影响和

提高全党的马克思列宁主义水平,中国共产党

于 1942年在党内开展了第一次整风运动,“是

中国共产党的历史上极其重要的一页,也是国

际共产主义运动中的创举”
56
.这次整风在提高

了党员马克思主义水平的同时,也消除了党内

指导思想的分歧,实现了党内的统一.这就是中

国共产党在党内建立一元化领导体制的成功尝

试.此后,在1947年冬至1948年,解放区的党组

织结合土地改革运动,进行过一次整党运动；建

国初期,1950年开始至 1954年春,也进行过一

次整党整风运动.这两次整党,也都比较好地达

到了当时的目的,提高了党员的思想水平,纯洁

了组织,改进了党风.
57
 

鉴于前几次整党整风的成功经验,在 1956

年底社会主义改造基本完成的新形势下,为了

让党员了解新情况和新任务,摆脱脱离群众和

脱离实际的官僚主义、宗派主义和主观主义,

中共中央于 1957年 4月 27日发出了《关于整

风运动的指示》.此次整风是在中国共产党执政

以后,其目的是为了巩固新生的社会主义政权,

正确处理人民内部矛盾.因而这次整风不再局

限于党内,而且邀请民主党派帮助.由于有些民

主党派人士批评尖锐,还有一些极右派分子趁

机诽谤中国共产党,以及波匈等国际形势的影

响,整风运动转为了反右派斗争,并且中国共产

党错误地将其扩大化.在整风运动转入反右派

斗争后,1958年 8月 8日,中共中央发出了《关

于向全体农村人口进行一次大规模的社会主义

教育的指示》,要求在农村就合作社的优越性等

问题举行一次大辩论.这次大辩论与反击右派

及批判客观存在的反社会主义思潮有关,也是

为了解决农村快速合作化中表露出的问题而进

行的. 

在合作化的过程中,就曾经出现农民大量

宰杀耕牛的现象.1955年 1月,中共中央发出

《关于大力保护耕畜的紧急指示》,指出不少地

区发生大量出卖耕畜、畜价猛跌和滥宰耕畜的

严重现象,有的省估计至少杀了 30万头,有的

省估计耕畜减少了 20%.
58
到了 1957年春,“因

社员收入减少和许多干部作风不民主以及没有

很好地贯彻互利政策”
59
等原因,在农村地区,

一部分富裕中农又开始出现闹分社、退社的风

潮.中共中央对此冷静对待,及时采取措施.这

样一来,到了 1957年夏,全国范围内的退社风

潮得以缓和,但是在不少地方合作化的情势也

不容乐观,夏粮统购也遇到了较大的困难.
60
在

这种背景下,“各地农村开始执行中央指示,普

遍进行了以合作社的优越性、粮食和其他农产

品统购统销、工农关系、肃反和遵守法制问题

为中心题目,以‘社会主义道路还是资本主义道

路’为实质的大辩论,其目的就是‘进一步弄清
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国家和农村中的大是大非’,‘有力地批判富裕

中农的资本主义道路’”
61
. 

然而,这次农村地区的社会主义教育并不

是采取说服教育的方式,而是采用了“以整风运

动和反右运动中所‘发明’的 ‘大辩论’（大

鸣大放大争大辩）的形式来进行,侧重于从反面

批判个人主义思想、本位主义思想、资本主义

思想”
62
.应该说,在当时看来,这场社会主义教

育运动取得了两方面的成绩：一是‘资本主义’

思想受到沉重打击,社会主义风气占了绝对优

势；农业合作社得到‘巩固’,粮食统购任务超

额完成.
63
所谓的社会主义教育亦称作两条道

路的“大辩论”,实质上是运用阶级斗争的专政

和意识形态的压力等强力手段来巩固社会主义

制度.这次社会主义教育运动,打击了地主、富

农、反革命分子的“破坏活动”,并向其他阶层

和人群展示了强大的威慑力,体现出共产党强

大的专政能力,从而形成对整个社会的强力控

制.
64
 

徐水县也被深深地卷入到这场社会主义教

育的大潮中,阶级斗争的“弦”也越绷越紧.1957

年 5月 25日,徐水县召开了第一届党代会第三

次会议,学习贯彻中共中央发出的《关于整风运

动的指示》,并制定了本县的整风运动计划.此

时的整风还是发动党内外人士揭露党内存在的

官僚主义、宗派主义和主观主义.到了 7月中旬,

随着中共中央对整风运动的指导思想发生变化,

徐水县整风运动的主题就由正确处理人民内部

矛盾转向了反击右派的斗争.7月15日,徐水县

委召开了县、区、村三级干部 2 635人参加的

扩大会议,县委书记张国忠做了《统一思想,提

高认识,击碎右派分子猖狂进攻》的动员报告,

掀起了反右派斗争的高潮.在这期间,“政府根

据群众揭发和确凿证据处理了一批地、富、反、

坏,其他地、富、反、坏也全部在大辩论中被辩

的臭气熏天,不能不低头认罪；某些想走资本主

义道路的富裕中农也在大辩论中被辩的张嘴结

舌,表示了愿意走社会主义道路的誓愿”
65
.除

此之外,“在整党整社和社会主义大辩论的基础

上,广大的党团员干部和全县人民从烈火当中

锻炼得十分坚强,坚决走合作化道路,坚决拥护

统购统销,巩固工农联盟和保卫社会主义法制”
66
. 

徐水县的整风运动和反右斗争,不仅仅停

留在思想方面,还贯彻到生产建设中去,通过整

风和辩论达到促进水利建设和增产增收的目的.

如1957年5月10日,徐水县委在向保定地委的

一份报告中就指出了将政治思想工作与麦田点

种间作相结合的优越性
67
；1957年 11月 25日,

史各庄平原水库动工,但是由于民工少,进度缓

慢,县委第一书记张国忠就召集附近几个乡党

委书记对修建平原水库进行辩论,批判了“没钱

不修,打破地界不修,不直接受益不修”的思想,

形成了打破乡界、地界,农民自带干粮,义务修

水库的劳动场面.
68
在这种背景下,瀑河水库的

建筑工地上就出现了政治挂帅、思想宣传活跃、

施工竞赛活动火热的场面,从而在很大程度上

调动了民工们的潜能,保障了工程能够按期完

成. 

民工们能够遵从徐水县委和指挥部的领

导、安排,除了思想鼓动的原因之外,农民采取

了“自我保护性顺从”
69
的策略也是一个重要

的原因.如前所述,参加过修建水库的老人说对

于怠工者和逃兵,有着较为严厉的惩罚,也发生

了批斗、摇煤球、熬鹰等粗暴行为.如此一来,

在合作化过程中丧失了一切生产资料的农民,

只能听从上级干部的安排,加之阶级斗争方法

在施工过程中的运用,虽有反抗但是遭到了严

厉的惩罚.面对这种境况,农民为了保护自我,

只能采取顺从的行为. 

可以说,社会主义思想教育及阶级斗争手

法的运用,在某种程度上强化了一元化的政治

体制,也有效地发挥了这种体制的作用.瀑河水

库的修建就是一个鲜活的例子. 

（三）完整的政党组织体系为一元化政治

体制提供了组织保障 

     “王政止于县”是中国古代国家政权建设

的基本状况,县以下一般由乡绅进行治理.而中
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国革命则打破了这一传统,国民政府时期开始

在县以下设置乡镇和村.1949年之后,中国共

产党在设立乡镇和村级政权的同时,还设有乡

镇党委和共产党的村支部,党的机构处于领导

地位.这就意味着,战争时期共产党的严密组织

体系在革命胜利之后已经嵌入到国家政权体系

中,并居于核心地位.鲍大可（A. Doak Barnett）

曾这样描述中国共产党把中央政权的权限和影

响扩大到前所未有的程度： 

在中国的传统中,中央权力经由完善

的官僚机构传达到县一级,保持着某种程

度的效力——至少在强有力的政权统一国

家的时候——但是在县以下,由传统的精

英团体如“士绅”以及各种非官方社会机

构治理的“非正式政府”,则往往支配着舞

台.共产党从根本上改变了这种局面.他们

基本上摧毁了旧的精英团体和大部分传统

社会机构,代之以新的共产党精英和新的

由共产党建立和支配的群众组织,并且把

党和政府的正式官僚机构扩大到村庄一

级.70 

就这样,“负责行政职能的政府和负责决

策、协调和监督的党,形成了以北京为中心、经

过许多中间层次深入到每一个村庄、工厂、学

校和居民区的、既独立又密不可分的层级组织”
 

71
.中国共产党通过官僚机构将权力延伸到村

一级,建立起了政党国家（Party-State）体制.

这种体制是中国试图解决 20世纪初以来全面

危机的最终反应,也为巩固新生的政权做出了

巨大的贡献.它恢复并加强了在辛亥革命之后

中央政府丧失掉的对地方的统合能力.中国共

产党具有从中央到地方的完整组织体系,所以

它具备了掌握一切国家资源的条件.与此同步,

实现社会、政治与民族革命一体化的中国共产

党,导致了政治权力与民间社会关系的根本改

变,通过建立与农民的有机联系以及一系列同

心圆联盟中寻求与各种社会集团的合作关系,

扩大了政治动员和参与的范围.
72
在掌握全国

政权之后,这种动员能力也随之得到了空前的

加强.可以这样说,现代革命已经将农村民众带

入了政治生活.
73
在某种意义上,中国共产党正

是由于通过土地改革消灭了以土地为基础的地

方权贵,建立起了党的控制,创造乡村一级的新

秩序而得以生存和发展起来.
74
而党的控制又

与通过意识形态教育而获得的支持相结合,这

就使得中国共产党前所未有地深入到中国社会

中去. 

一方面,中国共产党将革命过程中树立的

权威在最大程度上运用,特别是在让基层干部

和农民大众做出决断方面.
75
例如,在农业集体

化的过程中,对于实施集体化持怀疑态度的基

层干部,上级领导是这样鼓励他们的,“不要害

怕,有共产党的领导,你是干部必须要站在前

面”.
76
通过社会主义教育,贫农在合作化政策

实施时也发言,“共产党领导我们翻了身,社会

主义的道路咱们不走叫谁走？”.
77
另一方面,

在领导方法上,重视“由上至下”的方式,并与

在各个层级强化的共产党书记的权力相结合,

借此实施政策的渗透.
78
 

在瀑河水库的修建过程中,徐水县委可以

通过党的三级组织（县、乡、村）来实现民工、

施工材料的征调,并由指挥部（也建立了健全的

组织体系）通过宣传教育、施工竞赛等方式,

挖掘农民的潜能,将共产党的权威运用于水库

的建设中,借以实现对于该县来说的浩大工程.

此外,瀑河水库在修建之前就已经制定了十分

详细的规划,而能够有秩序地完成这些规划,同

样离不开“官僚体系（政权体系）”的作用. 

所以说,1949年后的中国共产党与政府的

紧密结合,在很大程度上实现了对政府的功能

替代.中国共产党借助其严密完整的组织体系,

再加上它娴熟的政治宣传、教育技能,有效地实

现了对地方的控制,建立起了全国范围内的一

元化政治体制. 
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五 结语 

中国的现代化肇始于 1840年的鸦片战争.

在内忧外患的境况下,古老的中国开始探索独

立、富强之路.中国共产党成立之前,有些仁人

志士已经意识到建立一个强有力的政治机构或

者政党,对于改造或者重建社会国家与各项领

域中的组织和制度的重要性,然而却没有一种

力量能够承担起如此之重任.现代化启动的八

十年之后,在广袤的大地上诞生了中国共产党,

成为探索独立、富强现代化之路的新生力量.

正如邹谠所言,“中国共产党以阶级斗争为指导

思想,从阶级斗争中又引伸出群众的观念,并以

它的严密组织和逐渐强大的组织能力,去发动

群众,组织群众,引导群众参与政治,所以在革

命的过程,中国人民参与政治的格式起了数千

年以来第一次的根本变化,农民及贫苦大众下

层阶级都变成政治生活中的重要角色,不少上

升为干部.”
79
这就说明了在政权革命过程中,

政治要全面渗入社会,以便于动员一切资源以

赢得革命的胜利,从而也就形成了“全能主义”
80
政治.从1942年起,中国共产党借助延安整风

就开始在根据地建立起“党的一元化领导”,

并把它当作是“民主革命”时期组织全社会的

一个重要原则
81
.然而,1949年中国共产党取得

政权后,国家社会重新建立起来了,全面危机也

过去了,全能主义政治就失去了它的历史功能

与任务,它的应用范围应当缩小,可是从院系调

整开始,经过反右扩大化一直到社会主义教育

运动,全能主义政治的趋势,反因取得政权、党

外政治力量降低、群众路线无形中的失效、党

内民主的削弱,而有逐步升级的趋势.
82
这是因

为,1949年之后的中国百废待兴,需要一个能

够集中权力的指挥中心,“党的一元化领导”原

则得以保留并被重新肯定,进而通过反右斗争

和合作化运动将之强化. 

大跃进运动,就是共产党一元政治体制下

全能主义政治作用的产物.在工农业生产极其

落后的情况下,中国共产党人为了改变这种境

遇,采取政治动员的方式发动了促进生产跃进

的群众运动.从总体上说,虽然大跃进是一场灾

难,但是在兴修水利的过程中,也在很大程度上

改善了农业生产的基础设施建设.如瀑河水库

的修建完成,有效地缓解了瀑河流域的旱涝灾

害.所以说,当社会不能好地提供公共物品之时,

国家职能扩张、侵占和占领某些社会领域是具

有正当性的. 

但是,与西方国家的建立是从“公民”的概

念出发不同,新中国的建立实际是以“群众”的

观念为指导思想.基于此,“群众”是一个集体

概念,它注重社会某些阶层的政治、经济权利,

而可能抹杀或者忽略了个人的自由权利.因为,

有的时候国家（政府）会以集体的名义来要求

个人服从.如瀑河水库的修建,虽然从结果看有

利于瀑河流域农民的生产和生活,但是在修建

之前并没有向农民征求意见,修建过程中一些

农民时有“反抗”,然而指挥部的工作人员对此

有着一套较为“有效”的处理办法,能够防止因

个人行为而影响到整个施工过程.农民最后选

择了“自我保护性顺从”,他们的意志被淹没于

“集体主义”的要求之下.通过瀑河水库的修建,

我们可以看出农民作为理性人对于国家意志的

不满.这种不满的直接原因就是以地方政府为

代表的国家力量在公共物品供给的过程中,往

往只注重效率原则而忽视了公平原则.虽然存

在着不满,但是这种高效率仍然能够得以实现.

其原因就是地方政府对农民实现了颇有成效的

动员.我们可以将这种动员体制称之为“集权

式乡村动员体制”.
83
这种政治动员体制的有

效性就表现在,即使出现一些不同意见也能在

社会主义思想教育过程中实现“思想的统一”.

而实现这种统一的要因是地方政府在对待持有

不同意见的农民时采取的一系列非法但有效的

手段.所以,在一元化政治体制下,农村公共物

品的供给决策缺乏参与性和公开性,而且它的

供给往往不遵循受益原则,而是着眼于效率原

则,这样就会轻易地忽略农民的意志和利益. 

改革开放以后,中国全能主义政治开始消

退,国家对社会的控制正在逐步实现“有所为,
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有所不为”.真理标准的大讨论,意味着在实现

目标的手段上的多元化,实际上开始松动一元

化政治体制中的思想控制,促进了人们思想的

解放.中国已经开始进入“后全能主义”时代.

在农村地区,土地的家庭承包实施以后,农民获

得了较大的经济自主权；村民自治的实施,从制

度上也赋予了农民一定的政治权利.国家与农

村社会的关系也不再是铁板一块,而是出现了

互动的情况.农村公共物品的供给再也不能向

大跃进时期那样,采取集权式动员方式,无偿地

征调农民劳力.兼顾公平与效率,让公共物品的

供给能够产生正的外部效应,才是新时期农村

公共物品供给的基本原则.这些原则的实现需

要在农村地区实现国家权力性质和行使方式的

转型,即从掠夺性权力向建设性权力转变,由集

权式转向民主化权力运行方式,给农民更多民

主参与的权利与机会.由此,中国需要在国家权

力转型的基础上探索一种新的国家社会关系模

式.这也是现阶段中国政治体制改革的重要任

务之一. 

※本研究得到“2009年度爱知大学国际中国

学研究中心青年研究人员研究资助项目”的资

助. 

作者简介：李汉卿（1982—）,现为华东政法大

学政治学与公共管理学院讲师,爱知大学大学

院中国研究科博士后期课程在读. 
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试析通过中国东中部合作促进中部崛起的意义与途径 

王成至1

摘要 

2008 年爆发的世界金融危机，触发了中国改革开放三十年来形成的出口导向型经济发展模式

的危机，使中国转变经济发展模式变得紧迫起来，反映在区域经济发展模式上，就是转变由

沿海到内地的线型区域发展思维，实行“东西和谐”、“南北合作”的面型区域发展思维，

而中部崛起是这一转变当中的重要一环。“中部崛起”有一系列条件作为支撑：1、拥有较好

的农业基础；2、有较为集中的工业布局；3、能源比较丰富；4、人才优势也比较明显。这决

定了中部具有巨大的发展潜力。但是，中部崛起仍然受到一些因素制约：1、产业结构不尽合

理，虽然形成了第二产业占主导的产业结构，但各省工业产品结构趋同，产品集中度和生产

集约化程度比较低，经济效益和竞争力比较弱。2、自主创新能力弱，政府对研发的资金投入、

该地区获得的专利数目都比较低。3、在产业结构调整中，政府 “越位”、“错位”、“缺

位”和“不到位”的现象仍比较普遍。4、吸引区域外生产要素流入方面落后于全国平均水平。

在世界金融危机的冲击下，中部地区本身的一些行业受到影响，东部地区的轻工产业受到冲

击后，对中部发展劳务经济的努力构成打击，中部各省之间对外来资本的争夺也更趋激烈。

针对这些矛盾，中央政府和中部各省都出台了相应政策，力图通过调整和优化产业结构、提

升产能、提高技术创新能力等途径，缓解金融危机对中部经济发展的负面影响。然而，中部

崛起离不开东部沿海地区与中部的合作与联动。一方面，金融危机推动了经济相对发达的东

部地区对中部地区的产业转移活动，使东部的发展危机得到了缓和；另一方面，东部也为中

部崛起提供市场、技术、管理经验以及国际交流平台。东中部合作有利于发挥各自产业的比

较优势，在推动中部崛起的同时，也促进中国区域经济的和谐发展。 

关键词: 中部掘起 东中部合作 和谐发展 

2008年爆发的世界金融危机使中国转变经

济发展模式变得紧迫起来，而推动中国中部地

区的崛起，不仅对于消除金融危机对中国产生

的消极影响具有重要意义，对于促进中国区域

经济的和谐发展也具有深远的战略意义。东部

沿海地区和中部省份之间围绕中部崛起开展积

极的合作，是推动中部崛起和促进区域经济和

谐发展的重要内容。 

Ⅰ.“中部崛起”的意义与条件 

在三十年的改革开放过程中，中国形成了

出口导向型的经济发展模式，其特点是：一、

轻工业和电子工业发展势头强劲，产生了“长

三角”、“珠三角”两个重要的加工制造业基

地，产品主要销往欧美发达国家；二、中国处

于国际分工链条的低端，以廉价的劳动力、自

然资源以及严重的环境代价，换取相对微薄的

利润；三、在收益分配上，中国内陆地区主要

是通过向沿海地区和境外输送劳动力以及资源
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型产品，获得递减的利润。这种发展模式在带

来 GDP持续高增长的同时，也造成地区发展不

平衡、经济增长对外贸依赖严重、环境迅速恶

化等问题，危及到了中国的可持续发展。[1] 

2008年底，由美国次级贷款危机引发的国际金

融危机波及中国，总的来看，中国与外贸相关

的行业受到的冲击比较严重，沿海地区一批企

业或倒闭，或处于停产、半停产状态，就业问

题一度比较严峻，农民工返乡流曾使危机有向

内地蔓延的趋势。[2] 就实质来说，这种局面

的出现，是中国自身经济发展模式孕育的危机，

因世界金融危机影响而凸显。危机在客观上形

成压力，推动中国转变经济发展模式。而转变

区域发展模式是转变经济发展模式的一个重要

内容。 

实际上，20世纪 90年代末至本世纪初，

中央政府已经意识到上述经济发展模式存在的

问题，开始着手进行调整，“扩大内需”被提

上议事日程。在这些年中，中国的区域发展战

略也逐渐改变了由沿海到内地的线型发展思

维，开始实行“东西和谐”、“南北合作”的

面型发展思维。“西部开发”、“东北振兴”

以及“中部崛起”等重大区域发展战略，正是

顺应这一调整而应运而生的。 [3]实行更为平

衡的区域发展战略，带动更广泛地区的人口走

向富裕，有助于化解国际金融危机对中国经济

发展带来的消极影响，并为中国经济发展迈向

更高层次创造机遇。而“中部崛起”战略在这

一进程中发挥着关键性的作用。 

图１ 中部六省示意图(中国商务部网) 

就地理位置而言，中部地区包括山西、河

南、安徽、江西、湖南、湖北六省，处于华夏

腹地，是全国重要的交通枢纽和物流中心，在

中国区域发展总体战略中起着“承东启西”的

作用。就人口而言，中部六省人口为 3.65亿，

占全国人口的 28.1％，其中农村人口 2.44亿，

占全国农村人口近 1/3。 2008年，中部六省Ｇ

ＤＰ实现 62153亿元，占全国比重的 24％。 如

果六省发展起来，人民收入显著提高，自然有

利于拉动内需，逐渐使中国经济摆脱对出口的

依赖。[4] 

针对中部六省发展相对缓慢的状况，国务

院于 2006年 4月出台了《关于促进中部地区崛

起的若干意见》，提出要把中部建成全国重要

的粮食生产基地、能源原材料基地、现代装备

制造及高技术产业基地以及综合交通运输枢

纽。2007年 4月 13日，国务院批准设立国家

促进中部地区崛起工作办公室，负责研究中部

地区发展战略、规划和政策措施，协调和落实

促进中部崛起的有关工作，还下发了《关于中

部六省比照实施振兴东北地区等老工业基地和

西部大开发有关政策范围的通知》，使中部六

省享受历史欠税豁免、税收优惠等多项优惠政

策。2010年，中国发展和改革委员会又出台《促

进中部地区崛起规划实施意见》和《关于促进
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中部地区城市群发展的指导意见》，为未来 5

到 10年中部崛起提出了具体的实施意见，为中

部地区城市群发展提供战略指导。 

在国家出台具体的扶持政策前后，中部六

省也结合各自实际，开始探索崛起之路。例如

江西依据区位优势，谋求与长三角和珠三角经

济区对接，大力推进农业现代化、新型工业化、

新型城镇化、经济国际化和市场化，建设了特

色鲜明的昌——九工业走廊。湖北在抓武汉城

市圈建设的同时，也在抓县域经济发展，以武

汉为中心，包括黄冈、鄂州、天门等多座城市

的武汉经济圈已经成为长江中游地区最大、最

密集的城市群。此外，中部各省之间也加强了

合作，如定期举办中国中部贸易投资博览会和

中部崛起高层论坛，为探讨、完善中部区域合

作搭建交流、沟通、合作的平台。 

总的来说，“中部崛起”战略是有一系列

条件作为支撑的。就资源结构而言，中部地区

至少有三个特点。 一是作为中国粮食的主产

区，拥有较好的农业基础。2004年, 全国粮食

增产的 56％来自中部。[5] 2006年，中部六省

粮食总量 1.57亿吨，增长率比全国平均水平高

3.5个百分点,占全国的 31.6％。 [6] 二是拥

有较为集中的工业布局。例如全国 40大工业门

类，河南就有 39大门类，其能源工业、原材料

工业、食品工业、轻纺工业等都在全国具有比

较优势。[7] 三是能源比较丰富。例如山西的

煤炭的储量、产量、净调出量和出口量，在全

国占有重要位置。而且与西部地区相比，中部

地区的人才优势也比较明显，安徽科技大学等

知名高等院校和科研机构就设在该地区。这一

切决定了中部具有巨大的发展潜力。 

Ⅱ. 中国中部崛起的制约因素 

不过，目前仍然有一些因素对中部崛起形

成制约：例如产业结构不尽合理。在现阶段，

中部地区虽然形成了第二产业占主导的产业结

构，但各省工业产品结构趋同，例如在 39个产

业中，被各省共同列为支柱产业的竟有 14个之

多，烟草、石化、电力、食品、钢铁为五省共

有，有色、煤炭采选、汽车为三省共有。[8]

这又使得这一地区产品集中度和生产集约化程

度比较低，经济效益和竞争力比较弱。据工业

和信息化部（以下简称工信部）2009 年 12 月

印发的《促进中部地区原材料工业结构调整和

优化升级方案》（以下简称《方案》）的通知

反映，江西稀土冶炼企业平均规模不足 2000

吨，河南规模以上氮肥企业平均产量不足 10

万吨，湖北磷肥企业平均产量不足 4万吨。虽

然第三产业的比重较全国水平略高，却是以传

统的流通和服务业为主，为现代工业服务的金

融、通讯和信息产业相当薄弱。[9] 此外，中

部地区还存在自主创新能力弱的问题，政府对

研发的资金投入、该地区获得的专利数目都比

较低。而且在产业结构调整中，政府 “越位”、

“错位”、“缺位”和“不到位”的现象仍比

较普遍。在发展外向型经济方面，吸引区域外

生产要素流入方面落后于全国平均水平。 [10] 

在世界金融危机的冲击下，中部地区的一

些行业受到了一定影响，例如钢铁、炼焦等行

业处于市场萎缩的压力下，河北一大批小规模

的钢铁厂、山西的一些钢铁厂，甚至包括一些

省份的大型钢铁厂炉子都大幅压缩生产，呈现

所谓的“闷炉现象”。 此外，东部地区原本欣

欣向荣的轻工产业受到金融危机的冲击，对中

部近些年来发展劳务经济的努力也无异于是一

个打击，作为当地农民增收的主要方式的外出

务工收入显著缩水，农村富余劳动力转移就业

问题更加突出。在金融危机影响下，中部各省

之间对外来资本的争夺也更趋激烈，比环境、

抢客商、争项目，态势逼人。[11]  

面对上述挑战，工信部在其《方案》中提

出了调整优化中部六省产业结构的指导思想、

基本原则和目标，其指导思想是以技术改造、

兼并重组、淘汰落后、节能减排降耗为重点，

优化产业布局，加快转变原材料工业发展方式，

提高中部地区原材料工业的整体素质和竞争力。
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其基本原则可以归纳为四个“结合”，一是市

场导向与政府推动相结合；二是兼并重组与体

制创新相结合；三是技术改造与淘汰落后相结

合；四是发挥本地优势与区域产业互补相结合。

其最终要实现的目标包括：1、在兼并重组方面，

大幅压缩钢铁冶炼企业数量，培育 1家具有国

际竞争力、2-3家在国内有较强竞争力的钢铁

企业集团；重点培育 1-2家具有国际竞争力、

5-8家在国内领先的大型有色金属企业集团；

培育 1家具有国际竞争力的综合性建材企业集

团，初步形成 8家以上年产能超千万吨的区域

性水泥企业集团；年销售收入超百亿的化工企

业达到 10家以上。2、在产能升级方面，按期

淘汰落后产能，进一步提高技术含量高、附加

值高的金属和非金属深加工产品、精细化工产

品的比重，强为新能源、电子信息、装备、航

空航天、国防军工等高新技术产业提供新材料

的能力。3、在技术创新方面，力争在关键工艺

技术、节能减排技术，以及高端产品研发、生

产和应用技术等方面取得新突破。4、在优化产

业布局方面，进一步优化符合主体功能区定位、

与资源禀赋、市场规模、环境承载能力等相协

调的原材料工业布局，进一步壮大沿江、沿主

要交通干线和能源、资源产地的原材料工业基

地，逐步形成一批具有区域特色、比较优势明

显、竞争力强的产业集群。最后，还要在节能

减排方面取得积极成效。[12] 

在工信部的《方案》正式出台前后，中部

各省也提出了一些相应的政策措施。 

例如在推动科技创新方面，江西省 2009

年 6月着手实施科技创新“六个一”工程，计

划在 2009——2012年间主攻 10个优势高新技

术产业、培育 100个创新型企业、实施 100项

重大高新技术成果产业化项目、建设 10个国家

及研发平台、办好 10个国家级高新技术产业特

色基地、组建 100个优势科技创新团队。[13]

安徽省也在 2009年 8月出台了《关于增强高校

科技创新能力，服务区域自主创新和地方经济

社会发展的若干意见》，力争在 3—5年内提高

全省高校的四种能力：1、 “自主创新能力和

核心竞争力”、2、“人才培养质量和服务经济

社会发展水平”、3、“产学研结合和服务企业

技术创新绩效”、4、“成果转化和培育创新型

产业能力”。根据这个文件，安徽高校要通过

实施各类人才计划和创新岗位设置会聚 200名

左右高层次科技创新领军人才，打造 50个省级

以上科技创新团队，建成 200个省级以上科技

创新平台，落实产学研合作项目 1000项，申请

专利 2000项，培育创新型企业和高新技术企业

100家，培养数以十万计创新型产业急需的高

素质和高技能人才，使全省高校科技创新水平

和整体竞争能力跃居中部地区前列。[14] 

此外，中部各省还抓住国家扩大内需、产

业振兴等一系列政策机遇，积极推进交通基础

设施、经济适用房以及公共建设工程等项目，

加大对工业企业的支持力度，通过提高城镇低

收入群体补贴、推进农村养老保险和医疗体制

改革等方式带动了城乡居民消费，在某种程度

上遏制了自 2008年下半年以来出现的工业快

速下滑的势头，保持了消费需求的旺盛，经济

总体运行情况比较乐观。[15]  

不过除了凭借自身的条件、积极采取应对

措施之外，中部各省还需要与其他地区加强合

作，共同克服以往发展模式的危机，其中，中

部与东部省份加强合作，对于推动中部崛起和

中国区域经济的和谐发展，具有十分重要的意

义。 

III. 中、东部合作推动中部崛起

中部崛起离不开中、东部之间更为密切的合

作，主要有以下几方面的原因。 

第一，在经济全球化的时代背景下，地区经

济发展很难孤立地进行，“中部崛起”不仅必

须是在全国经济发展的大局中得到推动，还要

借重世界和东亚地区的资源。改革开放三十年

来，位于中国东部沿海地区的珠江三角洲和长

江三角洲地区，作为改革开放的排头兵，通过
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率先实行市场经济和对外开放，承接发达国家

和港澳台地区的产业转移，成长为世界的一个

主要的出口加工基地。在这一过程中，“珠三

角”和“长三角”既是汇集国际资金、先进技

术、专业人才的地区，也是吸收包括中部省份

在内的广大内地农村富余劳动力就业的主要地

区，还是内地经济建设所依赖的投资来源地之

一。近几年来，中部六省大量投资都来自于东

部沿海地区，江西、安徽的情况尤其如此。在

安徽引进的省外投资中，来自江、浙、沪的民

营资本占 70%以上。东部沿海企业、尤其是民

营企业也争相到湖南、湖北、河南、山西的各

类开发区落户。[16] “珠三角”和“长三角”

的资金、技术、管理模式、专业服务以及与港、

澳、台三地的密切经济联系，如果能够与中部

的自然资源、产业资源以及人力资源合理结合，

必然对中部崛起产生强劲的推动作用。就这个

意义而言，东部可以成为中部利用外部资源发

展自己的平台。 

第二，近年来，随着国际国内宏观经济形

势的发展变化，“珠三角”和“长三角”地区

的制造业的市场已经趋于饱和，国际竞争力下

降，资源刚性约束难以破解，面临提升产业结

构、追求自主创新能力的巨大压力。金融危机

加大了这种压力，迫使“珠三角”和“长三角”

地区加大力度，抛弃低成本、低利润、高耗能、

高污染、劳动密集型的经济增长模式，代之以

基于高科技、高效益、低消耗的新型增长模式。

例如广东省在 2008年提出了“腾笼换鸟”的地

区经济发展战略，就是试图通过大规模的产业

转移和劳动力转移，改变目前劳动密集型的产

业结构。实际上，现在“珠三角”面临的问题，

一定程度上也是“长三角”、环渤海及其他沿

海地区面临的问题，这些地区也应根据本地实

际，居安思危，加快产业转移和劳动力“双转

移”的步伐，以保障沿海地区经济在较长时期

能够可持续的和较快的发展。[17] 可以预期，

作为对受金融危机冲击的一种反思，经济相对

发达的东部地区对内地的产业转移活动在今后

一段时期会有增无减，而中部六省以其地理位

置、资源构成等因素，可以为成为东部沿海地

区产业转移的承接地，东部的资金可以在此找

到新的投放地点，其商品和服务可以开拓新的

消费市场。与此同时，中部地区也可以抓住东

部产业转移的机会，对国有企业进行改造、推

动产业结构的调整升级，提升本地区工业化水

平和整体经济水平。 

第三，金融危机也凸显了中部和东部所面

对的某些挑战存在关联性，必须通过加强协调

与合作加以应对。例如，包括中部地区在内的

内陆农村富余劳动力，是“珠三角”和“长三

角”作为世界加工业基地的一个重要元素，长

期以来，这个被称为“农民工”或 “打工仔”

的群体，成为“珠三角”和“长三角”的出口

产品保持低成本优势的一个必要条件；与此同

时，东部市场对内地劳动力的需求又在客观上

缓和了中部农村富余劳动力转移就业的压力，

而且，“农民工”与家乡的密切联系使得外出

务工收入成为家乡增收的主要来源之一。然而

在这场国际金融危机面前，由于外贸订单的大

幅减少，东部大批依赖于外贸的企业陷入倒闭、

停产状态，市场对于劳动力的需求大为压缩，

以致劳资纠纷频发，大量失去就业机会的“农

民工”返回家乡。在大多数情况下，他们会看

到家乡也缺乏吸收自己再就业的空间。大量剩

余劳动力的存在，对东部和中部地区的社会稳

定均构成了隐患。[18]想要有效处理这个问题，

东部和中部有必要在政策制定的过程进行协调

联动，使政策相互配合、合理分担各自肩上的

压力。 

目前，中部、东部各省市已经为通过加强

合作推动“中部崛起”进行了一定的探索。例

如安徽为自己确定的战略定位是，发挥在地域

上与“长三角”无缝对接的优势，“实施东向

战略、发展东向经济”，形成商品东进、劳务

东输、能源东送、产业东接、投资东引、服务

东带、交通东连、游客东来的新局面。[19] 江

西省近几年不仅盯住“长三角”，而且把眼光
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投向整个沿海发达地区，其战略定位是：把江

西建设成沿海发达地区的“三个基地、一个后

花园”，即把江西建成沿海发达地区产业梯度

转移的承接基地、优质农副产品加工供应基地、

劳务输出基地和旅游休闲的“后花园”。从而

全面“对接长珠闽、融入全球化”。[20] 湖南

省重点是做强长株潭城市群，建设湘中经济走

廊，发展湘西经济带。同时实行南向战略，积

极承接“珠三角”产业转移，实现与“珠三角”

的交通互连、产业互补、市场互通、资源互享，

并参与泛珠三角合作，扩大与港澳地区交流。

[21]  

根据中国中部崛起网报道，自国务院确定

江苏省重点对口支援湖北省三峡库区以来，江

苏在秭归县实施对口支援项目 43项，支援资金

2.02亿元。其中，援助公益项目 36项，无偿

援助资金 4200万元，援助物资折款 265万元，

重点援建了希望小学等一批社会公益项目。苏

鄂两省积极推动对口支援从扶贫型向开发型、

从输血型向造血型、从政府配置资源为主向市

场配置资源为主的转变。[22] 

2007年 7月 13日，上海市委、市政府召

开合作交流对口支援工作会议。时任上海市委

书记的习近平在会上指出，加强地区间的合作

交流和对口支援工作是落实国家区域发展总体

战略的必然要求，也是上海加快自身发展的内

在需要。 他主张进一步拓展合作交流新思路，

更加注重发挥上海作为中心城市的服务、辐射、

带动功能，积极构建各类服务平台，特别是增

强金融、期货、产权、技术等各类要素市场的

服务功能，帮助各地来沪企业“借梯登高，借

船出海”。[23] 2008年 12月，湖北谷城上海

投资环境说明会签约仪式在上海市松江区举

行，一举签署投资协议 14个，投资总额 62.29

亿元。签署的投资项目有：总投资 16亿元的家

具工业园项目落户谷城县石花经济开发区，上

海观航实业有限公司投资 17.89亿元，在谷城

建设水电及电力工业产品园区，投资 9亿元的

庙岗林场转让项目、投资 6亿元的现代农业主

题园项目、投资 5亿元的旅游开发项目、投资

3亿元的物流园区项目也纷纷落户谷城。[24] 

不过，东部沿海地区与中部省份通过加强

合作推动“中部崛起”还处于探索阶段，合作

的体制、机制尚有待完善。当前，双方合作的

内容除了招商引资和援建项目外，可能至少还

须考虑：一、围绕产业承接与劳动力转移问题

进行区域间的政策协调；二、如何发挥东部、

中部产业结构和资源禀赋上存在的互补性，使 

“中部崛起”不至留于对东部沿海地区发展模

式的盲目复制。实际上，这两个问题都关系到

东、中部地区如何找准和实现在国家宏观区域

发展规划中的定位，而区域间在这个问题上的

协调，离不开中央政府的参与和引导。 

IV. 结论与建议

世界金融危机将中国转变区域经济发展

模式的迫切性凸现了出来，在中国区域发展布

局当中，中部六省地处中枢，承东启西，推动 

“中部崛起”，对于中国摆脱自身发展的危机，

提升发展的层次，具有重要的意义。而东部沿

海地区与中部地区通过加强合作来发挥各自的

资源优势， 是实现“中部崛起”的重要途径。

这一目标的实现，需要中央、东部和中部地方

政府的共同参与和协调联动。 

中央政府应当为东、中部合作的制度化、

规范化、常态化提供指导，创造条件，为东、

中部地区的产业转移和承接、劳动力安置等问

题提供宏观政策引导，杜绝各自为政、扰乱区

域发展布局的无序状态。 特别是，中央政府应

以铁路、高速公路、干线公路、长江航运建设

为重点，着力构建中部与三大经济区域接轨、

中部省份相互沟通的综合交通运输大通道，全

面提升中部地区在全国路网格局中的枢纽地

位，支持中部地区干线铁路电气化改造和复线

建设，抓紧建设徐州-西安、北京-广州、上海-

成都等国家规划的铁路客运专线，提高铁路的

综合运输能力；加强六省省会城市的空港建设，
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对机场的改扩建工程给予资金支持；加大对中

部地区农村公路建设的支持力度。[25] 

东部和中部的地方政府应当在科学发展

观的指导下、在尊重市场原则的基础上，围绕

制定产业政策和反危机措施等问题进行密切

的、制度化的沟通协调，避免产业转移的盲目

性和短期效应，为劳动力的合理流动和安置创

造良好的环境，采取“共担风险”而非“转嫁

风险”的做法。中国中部崛起与东部发展密不

可分，就是决定中国和谐发展的基础。中部地

区应当进一步解放思想，通过加强法治建设、

塑造高效廉洁的政府，维护公平竞争的市场环

境，学习东部的市场经验，为吸引外部的资金、

技术、人力资源创造更为良好的条件。 

而中部和东部的合作是否能够取得成效，

很大程度上取决于四个因素的结合：一是合作

给中部经济发展注入了新的活力；二是中部和

东部在产业结构上形成了互补的基本格局；三

是形成了一个地方政府间的协调机制，保障和

规范生产要素跨区域合理流动；四是中部地区

的民生在合作中得到了显著提高。 

注释＊ 
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孔子学院的改善途径 

戴蓉1 

摘要 

在整体战略方面，孔子学院应该提高战略高度，整合海外语言文化推广力量，在全球

范围内合理布局，构建文化交流平台。在具体的举措上，应该考虑积极引进市场竞争机

制，鼓励各方面力量参与建设；开辟培养汉语教师的新途径；与时俱进地利用高科技来传

播汉语和中国文化；加强对孔子学院的管理，对国内合作高校的选择和对国外承办方的监

督、评估和契约建设。在相关研究方面，应设立专门的研究机构，开展语言文化推广调查

和国别及受众心理研究。 

关键词: 孔子学院、制度建设、专门研究 

前言 

2004年11月21日，中国海外第一所孔子学

院在韩国首尔成立，由中国教育部部长周济亲

自挂牌。2004年11月，中美在美国马里兰大学

签署协议，双方共同建设美国第一所孔子学院

——马里兰大学孔子学院。2005年2月，欧洲首

个孔子学院——斯德哥尔摩孔子学院在瑞典斯

德哥尔摩大学成立。截至2009年11月，全球已

建立282所孔子学院和272个孔子课堂，共计554

所，分布在88个国家（地区）。其中，亚洲27

国70所，非洲15国21所，欧洲29国94所，美洲

11国87所，大洋洲2国10所。孔子课堂设在28

国(缅甸、马里、巴哈马、突尼斯只有孔子课堂，

没有孔子学院)共272个，其中，亚洲10国27个，

非洲4国4个，欧洲7国34个，美洲6国205个，大

洋洲1国2个。孔子学院遍地开花飞速发展，并

得到了国际舆论的多方面肯定。《纽约时报》

2006年1月11日刊登了题为《中国的又一热门出

口品：汉语》的评论，引用专家的话说：“中

国当局正在利用汉语文化来创建一个更加温暖

和更加积极的中国形象。”2006年3月，美国《新

闻周刊》将孔子作为封面，指出中国正在向世

界推崇古代先哲提出的“和合”思想。
2
《华尔

街日报》2006年9月1日发表的《汉语推广热全

球》一文指出，“中国政府的汉语推广战略的

高明之处在于：推广教育和语言有助于加深外

部世界对国家的了解，是扩大一国影响力的最

有效途径；战舰能让别国人民暂时臣服，而让

他们理解你的语言却能使大家成为朋友。这个

主意真的很高明！”英国《经济学家》杂志评

论指出“孔子学院的意义犹如法语联盟、德国

的歌德学院和英国文化协会。孔子学院发展迅

猛，其他任何一个国际机构都不曾取得如此辉

煌的成绩。”德语区汉语教学协进会会长柯彼

得说：“孔子学院的发展令人欣喜。使外国汉

学家们一生的梦想变成了现实。”
3
中国教育部

論文 
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部长周济指出：“孔子学院已经获得国际社会

广泛认可，不仅将它作为学习汉语的场所，而

且把它作为近距离了解当代中国信息的窗口，

作为与中国进行教育、文化、经济、贸易等交

流合作的平台”。
4
孔子学院作为中国代表性的

语言文化推广机构，从诞生之初就吸引了全球

的目光并获得了初步的认可和好评。 

    汉语和中国文化的传播具有独特的优势，

而目前海外多数孔子学院采取的总部与申办方

合作的模式实现了中外教育资源的整合、优化

配置和扩张，具有明显的优势，再加上强大的

官方背景和良好的营利预期，孔子学院可谓潜

力巨大。然而，随着孔子学院的发展壮大，面

临的挑战也日益增多，其中有来自国际社会的

“中国威胁论”，也有中国软实力欠缺的问题

和孔子学院自身的风险和弊端，孔子学院的可

持续发展仍需要多方面的努力。孔子学院的优

化改进途径可归结为以下几个方面： 

Ⅰ. 孔子学院的整体战略 

孔子学院是中国代表性的语言文化推广机

构，孔子学院的成立和运行，正好是推行中国

和平发展战略，整合中国语言文化推广力量，

构建全方位文化交流平台的大好时机。 

1．提高战略高度 

研究西方发达国家语言文化推广的成功经

验，可以发现这些国家都把本民族语言文化的

推广纳入国家的整体战略。而在中国，语言文

化推广并未与经济高速发展、国际地位大幅提

升的步伐相适应。中国汉语国际推广领导小组

办公室（简称“汉办”）主任许琳曾经指出汉

语国际推广的战略地位不够明确，“没有被提

到应有的战略高度，没有成为国家外交和外宣

工作的有机组成部分，也没有作为‘走出去’

战略的重要内容进行总体规划与实施”。
5
中国

走的是和平发展的道路，和平发展的一个重要

内容就是扩大中国的软实力，充分利用中国悠

久的文化资源，向世界展示中国文化的智慧和

魅力。毋庸置疑，汉语和中国文化的推广是扩

大中国软实力的一个有效途径。孔子学院是中

国代表性的语言文化推广机构，如何从国家的

战略高度来看待孔子学院的成立和发展，扶持

孔子学院，加大投入，使孔子学院服务于国家

现阶段的整体外交政策及利益诉求，就成了新

形势下国家发展的重要课题。 

追溯发达国家的语言文化推广历史，不难

发现其语言文化推广与殖民地的历史紧密相

连。例如英语得以推广的根本动因是英国早期

的海外扩张政策。英国作为早期的殖民国家对

英语的推广有着得天独厚的优势，殖民扩张成

为其推广英语和传播英国文化的重要途径。英

语的早期扩张和英语在国际上已有的地位为当

时英国文化委员会的成立和之后的良好运行奠

定了基础。西方强势语言文化的推广，从某种

意义上来说，对世界语言文化生态的恶化负有

责任。中国主张和平发展，为世界的文化多样

性作贡献，因此无法认同和借鉴殖民主义式的

语言文化推广。孔子学院的发展必须站在国家

战略的高度，积极发挥以“和而不同”为主要

价值取向的传统文化的优势，并添加新时代的

活力与内涵，不断提升中国的软实力，增强中

国的国际影响力和竞争力。也唯有如此，才能

消除国际社会对中国“文化扩张”和“中国威

胁论”的疑虑和恐惧。 

2．整合语言文化力量 

中国的语言文化推广已经有50多年的历

史，但是一直有推广机构分工不明确，职能不

清晰的问题存在。教育部、国家汉办、侨办、

文化部等部委在汉语和中国文化的推广工作存

在相互重叠的部分，使得在实际的推广过程中，

往往出现各部委资源浪费、职权不清的现象，

出现问题难以有效地协调和落实责任，这无疑

大大增加了语言文化的推广成本。因此，在组

织体系上，应由一个国家主管部门统一制定发

展规划，整合海外语言文化推广力量，避免功

能重叠，在国家统一的语言文化推广政策的指

引下，建立起以孔子学院为主，分工明确、各
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有侧重、互相协调的语言文化推广体系。 

 3．精心布局孔子学院 

    孔子学院是中国软实力战略发展的一部

分，因此孔子学院应该围绕着国家的和平发展

这个总的战略布局，在全球合理布局。为国家

在全球的发展服务，为国家在全球的利益服务，

这是布局孔子学院的基本出发点。在实际设立

孔子学院的问题上，必须更多地从国家的整体

安排和国家的实际发展需要，而不能仅将对方

的需求作为设立孔子学院的主要动因。了解国

家在全球的战略，才能更好地发展孔子学院的

软实力作用。从初期的高速发展到精心布局，

这是孔子学院发展的必由之路。 

4．构建文化交流平台 

目前很多合作办学的孔子学院，从形式上

看只是外国大学中汉学系或者中文系的一个部

分，但孔子学院不是单纯的语言学校，而是代

表中国的语言文化推广机构。孔子学院以汉语

推广入手，但孔子学院肩负的重任决不止教授

汉语这么简单，按照斯德哥尔摩孔子学院理事

长，复旦大学国际文化交流学院院长朱永生教

授的话来说，孔子学院是一座“加深中国与外

国相互理解和沟通的文化驿站和桥梁。”
6
文化

的传播和交流必须占有较大比重，才能发挥其

战略作用。歌德学院最初也是个语言学校，但

从20世纪50年代开始，这种情况就发生了改变。

歌德学院成了一个真正的文化交流中心，全部

活动三分之一是教语言，三分之一是提供关于

德国的资料，三分之一是文化交流。
7
法国也十

分注重法语的国际传播，但从20世纪80年代以

来，法国一改过去偏重语言教学的做法，把重

点转移到科技合作交流上面。“因为在文化与

科学结合的智力时代，只有国际科技合作才能

在竞争中不致被淘汰。与此同时法国还注重在

海外培养文化亲信，以此寻求外国人对自己的

了解”。
8
目前，孔子学院初期的工作重心无疑

是在语言推广上，但长远目标仍是中国文化的

传播。 

文化传播既然是孔子学院的重要使命，那

么孔子学院在实际的推广过程中应该介绍哪些

文化内容，如何介绍？一是传统和现代的问题，

中国要向世界全方位展示优秀的历史文化与当

代文化成果——既要挖掘传统文化的生命力，

也要介绍现代文明的繁荣与创新。传统文化的

介绍包括名胜古迹、习俗礼仪、审美观念、传

统节日等等。介绍传统是为了让受众更准确地

理解现代，这是一个重要的立足点。而世界关

注中国，希望更多地了解中国，当然有其现实

的考虑，因此现代的中国也是必须要向世界展

示的内容，孔子学院要反映中国的繁荣与进步，

向世界展示一个发展、开放、传统文化和现代

文明并存的全新的中国。要走汇集传统文化和

现代文明之路，题材丰富、技法创新、风格新

颖、内涵深刻的当代优秀文艺作品，电影、舞

蹈、音乐、体育、服饰文化等都可以作为传播

的内容。这一点，韩国文化产业的成功经验值

得借鉴。韩国在国家文化发展中明确提出将传

统文化产业化发展作为重要战略，在“文化立

国”的国策中，挖掘出了传统文化的精髓，并

把传统的文化背景融入到现代生活中，掀起了

具有韩国特色的“韩流”风潮。二是局部和整

体的问题，中华文化以汉民族文化为主体，同

时又包含 50多个少数民族的文化。尽可能地选

择不同时间、空间跨度，不同民族之间的文化

现象进行介绍，尽量减少受众对中国文化的偏

见和误解。三是文化心理处理的问题，既要避

免民族虚无主义，也要避免文化沙文主义，将

客观的文化内容以一种合适的角度进行阐释才

是合理的选择。 

Ⅱ. 孔子学院的具体举措 

在具体建设孔子学院的实践中，应该考虑

积极引进市场竞争机制，鼓励各方面力量参与

建设；开辟培养汉语教师的新途径；与时俱进

地利用高科技来传播汉语和中国文化；加强对

孔子学院的管理，主要是对国内合作高校的选
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择和对国外承办方的监督、评估和契约建设。 

1. 积极引进市场竞争机制，鼓励各方面力量

参与建设 

许琳曾指出，语言文化的国际推广不是单

纯的教育，语言文化在国际推广的时候就是一

种产品，应该以产业来运作，这样才有出路。

例如，对外汉语教材的编写就可以引进市场竞

争机制，实行招投标制度，力图提高编写的质

量和效益，在发行上则采取打通海外出版发行

渠道，鼓励国内出版机构与外国知名出版公司

联手开拓海外市场，建立海外教材销售代理人

网络的做法。另外，还可以采取有效措施，吸

引国内外企业、社会机构积极参与汉语国际推

广网站的建设，通过国际招投标方式，委托国

内外著名企业或机构承担重点网站、重大项目

的开发。
9
 

2．开辟培养汉语教师的新途径 

在克服师资短缺的问题上，除了加快培养

一大批优秀的专职对外汉语教师和志愿者，还

要借鉴其他国家语言文化推广机构的经验，尽

可能培养所在国的本土汉语教师，使汉语和中

国文化传播真正实现可持续发展。应该考虑培

养汉语师资的新途径：招收各国热爱中国文化、

有较好汉语基础并有志于汉语教学的学生，于

中国国内的高校进行定向培养。重点培养他们

的汉语基本功，如准确无误的发音，规范的汉

字书写，基本的汉语语法和功能以及汉语教学

的常用技巧。这些学生将来回到自己的国家就

是很好的初级汉语教师。培养对象国的优秀汉

语教师才能保持汉语师资的可持续发展。 

3．利用高科技来传播汉语和中国文化 

孔子学院的汉语教学和文化传播不仅是面

对面的，还可以借助多媒体和网络这些技术手

段来进行，传播到世界各地。2005年6月中国网

（China.org.cn）的对外文化专题网站——网

上孔子学院正式建立，除英文版，还设立了法

文、德文、阿拉伯文等六个文版，仅汉语教学

内容就涵盖了情景对话、生词表、唐诗赏析、

成语故事等诸多栏目，以丰富、实用的内容赢

得了海外用户的高点击率。汉语国际推广门户

网站“汉语学习网”（chinesestudying.com）

也在积极的建设之中。另外，还可以通过电视

的国际频道增播汉语教学和中国文化推介内

容，同时大力发展中文全球广播系统等等，构

建多种载体并存的全球孔子学院网络平台。 

4．加强对孔子学院的管理 

如何对中外合作的孔子学院实施有效的组

织管理，避免其风险和问题的出现是个值得探

讨的问题。首先是对国内合作方的甄选，孔子

学院章程中第17-20条规定了孔子学院外方申

办及设置的相关条件
10
，但是并没有对国内合

作方提出明确的要求。选择国内高校合作方时，

应该选择有国外合作办学项目，设有对外汉语

教学和中国文化相关专业并具有稳定的对外汉

语师资队伍的高校进行合作。可以从高校对汉

语师资的培养和培训、各类汉语教材的编写、

语言和文化课程的设置、汉语水平考试的试题

研发等项目进行检测和评估，根据高校在相关

项目中的组织能力、创新能力、科研能力、教

学能力来确定其实际能力或水平，择优选取。 

在国外承办方的选择上，首先是要选择与

中国关系友好，有远见卓识和国际化眼光，有

汉语项目和资深、富有教学经验的师资队伍。

除了学术水平，还要考虑外方院长开展活动的

能力和经营管理水平。孔子学院的工作，除了

日常教学，还牵涉到组织、宣传、社交，联络

等方面的紧密配合，管理者需要有理财、经费

开支、开发、创立新项目等方面的技能和头脑。

美国俄克拉荷马大学孔子学院的院长可以说是

这方面的典范。这位院长谙熟中英文，富有组

织能力，擅长课程设置项目。在其组织领导下，

俄克拉荷马大学孔子学院组织了两次全州范围

的汉语演讲比赛，从中还选拔了两名赴北京参

加“汉语桥”大赛的美国学生。举办了两次全

州范围的汉语教师培训班，主持了汉语水平考

试，组织以全州范围内商业界总裁为对象的，

以中国文化、语言、教育、历史、商业等为专

题的研讨班。为全州内的30多所中小学寻求合
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格的汉语教师，进一步促进当地中小学校学生

入学的人数。2002年，全州从幼儿园至高中，

只有一个汉语项目。孔子学院成立至今增加到

了39所学校，选修汉语课的学生人数猛增到

4000人。
11
 

在对国外合作方的监督上，孔子学院可通

过组织管理制度、财务会计制度和资产管理制

度、办事程序等规章管理制度来预防和约束国

外合作方的违规行为，同时，必须以孔子学院

的使命感和社会责任感作为支撑，形成一种道

德约束力，保证孔子学院的运行不偏离宗旨。

孔子学院的设立和运行接受所在国政府及其教

育部门的监督，遵守当地法律法规，同时也接

受中国国家汉办和孔子学院总部的监督。此外，

还应该强化来自报刊杂志、广播电视等新闻媒

体的监督，以及来自机构、基金会等捐款者和

公众的监督。捐款者和公众的监督可以通过政

府部门、评估机构和孔子学院的投诉热线、网

站来进行。 

在孔子学院的评估上，可以依据以下的标

准来进行。第一，是否违背了孔子学院不以营

利为目的的原则。在孔子学院营利能力的问题

上，要明确的是非营利机构并不是不能营利，

而是不以营利为目的。
12
孔子学院的营利能力

来源于以下两个方面：提供教学产品以及在组

织汉语水平考试和师资能力认定上的垄断性。

孔子学院的营利能力在一定程度上起到了保证

孔子学院可持续运营的作用，但营利毕竟不是

孔子学院的目的，孔子学院的宗旨在于汉语的

国际推广和中国文化的传播。因此，首先，要

避免走功利性语言推广的思路。借助一定的市

场运作方式和市场运作手段，并通过市场化手

段使孔子学院发展的费用实现良性循环，但也

必须考虑在孔子学院运作过程中市场运作和市

场机制的范围和限度问题。经济上的盈利不是

孔子学院的主要目标，重要的是语言和文化的

传播，是对外战略的实施。其次是防止作为主

要管理者的国外承办方在其自身利益的驱动下

过度追求经济利益，而使孔子学院偏离推广语

言文化的宗旨。第二，是否通过合理规划使孔

子学院的凝聚力和吸引力得以增强，实现孔子

学院长期、可持续的发展。孔子学院三方（总

部、国内合作方、国外承办方）的契约必须明

确三方的出资比例、职能分工、风险分担和利

益分配等。 

Ⅲ.孔子学院的相关研究 

没有调查就没有发言权，调查研究是决策

的前提，这也是语言文化推广所必须遵循的原

则。为了孔子学院的高效运行和发展壮大，设

立专门的研究机构，开展语言文化推广调查，

国别及受众心理研究具有重要的意义。 

1．设立专门机构 

英国文化委员会、法语联盟和歌德学院都

有自己专门的海外推广的政策研究机构，为其

语言文化传播提供学术的分析和基本的数据，

日本每年都出版专门关于海外语言文化推广的

书籍，总结经验，研究问题。而对于汉语和中

国文化“走出去” 的重大决策，目前中国有关

方面仍缺乏理论和学术上的准备，缺乏较为系

统的调查和研究。随着孔子学院的迅速增加和

发展壮大，这个问题将日益突出。为做好汉语

和中国文化的推广，应尽快设立专门的研究机

构，对汉语和中国文化的传播进行全面、系统

的调查，对重大的政策问题进行深入的理论研

究，从而使语言文化推广政策制定得更及时、

更合理。这不是某一个科研单位所能承担得了

的，而是要由国家有关部门负责统筹规划、领

导和支持。在实际研究的过程中，不仅要引进

和运用国外语言文化推广的理论和方法，更重

要的是要从汉语和中国文化的实际和特点出

发，走汉语和中国文化推广的独特之路。 

2．展开受众研究 

在国家财力和人力有限的情况下，中国的

语言文化推广应该根据国家利益和不同的地区

特点等多方面情况有重点地展开，在这方面要
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有基本的设计和规划。因为文化和政治情况的

差异，每个国家和中国的国家关系不同，对汉

语和中国文化推广的政策也就有所不同。因此，

必须对不同国家和地区的汉语及中国文化接受

情况和需求进行历史和现实的考察、分析，从

而有针对性地制定出推广策略。另外，文化传

播是跨民族、地域、种族、社会制度和文化层

次的，因此，要扩大文化传播的成效、必须重

视文化差异，考虑受众所处的文化背景和文化

系统，从受众的立场、观点来推行文化传播。

这就要求孔子学院加强对海外受众的心理、习

惯和思维特征的研究，以增强针对性。 

3．科学设置课程 

在具体的课程设置上，要考虑到周边亚洲

国家的课程设置体系和欧美国家课程设置的不

同，培养汉语研究型人才的课程设置和实用型

人才的课程设置的不同。由于各国国情、经济

水平以及风俗习惯，学习目的的不同，在课程

设置要追求差异化、科学化、规范化，在此基

础上实现技能训练的微化，以期收到良好的授

课效果。在教授汉语的过程中，由于汉语固有

的语音、文字和语法特点，对于不同国家的留

学生来说，学习汉语的难度也不尽相同，习得

汉语听、说、读、写能力的速度和先后顺序也

会有所差异。例如对于汉字课的设置，初期对

于亚洲学生可能相当容易，但对于欧美学生却

是不小的难题。因此在不同的授课层次，教学

类型上设置课程时应该考虑这些因素，加强相

关研究，从而制定出合理、高效的课程设置标

准，便于规范和操作。在实用型人才的培养上，

要进行汉语课程与专业课程设置的研究，在设

计专业课程时，不能只考虑教学内容，要综合

考虑学习者对知识结构和能力结构的需求，专

业对学生的知识结构和能力结构的要求，社会

对所需人才的知识结构和能力结构的要求等。

应该从心理学、教育学、语言学等角度进行综

合研究，合理配置汉语课程和专业课程，促进

汉语学习和专业水平的共同提高。 
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河南农村劳动力转移 

―大墙王村之实况调查分析― 

王亚红 1
 

Ⅰ. 调查基本情况说明 

对于农业人口比重较大的河南省来说，加快

农村劳动力转移是一个非常现实而迫切的问

题。为了进一步了解河南劳动力转移情况、影

响因素并有针对性地解决问题，笔者展开了为

期一个月的调查。 

1、调查时间：2009年 6月 12日—7月 9日 

2、调查方式：主要调查采用三种方式：①走

访村委会成员：主要走访了村长和几个小队队

长； ②走访部分农户； ③问卷调查：考虑到

时间、精力的有限性，对该村大部分村民采用

的是问卷调查。问卷以户为单位发放，主要了

解发生了劳动力转移的家庭成员情况。 

需要说明的是，这里的劳动力转移概念不同

于国家统计局
2
和其它相关研究的概念，主要

是指农民将家庭劳动能力转移到非家庭劳动领

域，实现就业形态由家庭自我雇佣向雇佣工人

转移的过程，劳动者由家庭生产经营者转变成

为专业或兼业的产业工人，以分享分工和专业

化生产经营的好处；其主要标志是以获得收入

为目的的非家庭劳动的出现，其最终结果是农

民获得工资性收入。对这一概念的理解要把握

如下几点： 

1、把是否发生了以收入为目的的家庭外劳动

作为判断劳动力转移与否的唯一标准----只考

虑农民是否从事了以收入为目的的非家庭劳

动，而不考虑这种劳动的强度大小、时间长短。

这时，农民可能实现了全部的劳动力转移（完

全从事以收入为目的的非家庭劳动），也可能

只是实现了部分的劳动力转移（包括只投入了

一少部分时间、精力在以收入为目的的非家庭

劳动的农民）。 

2、从定性和定量两个角度分析问题。以非家

庭劳动货币收入的相对量作为劳动力转移的衡

量标准。从定性角度，判断农村劳动者是否进

行了劳动力转移的最直观的标准是他（她）是

否获得了劳动力转移收入——工资性收入；从

定量角度，劳动力转移水平的高低一方面到决

于转移数量——农民总体非家庭劳动时间的长

短，另一方面则取决于劳动力转移的质量——

非家庭劳动就业的稳定性及其单位时间的收入

水平，可以用劳动力转移收入（在数量上等于

农村劳动者单位时间所获得的工资收入）来表

示。一个国家或地区的劳动力转移的水平可以

用绝对指标即人均劳动力转移收入和相对指标

即劳动力转移收入在农民纯收入中的地位来表

示，本文中笔者将主要采用人均劳动力转移收

入（数量上等于农村劳动者的工资性收入）来

衡量劳动力转移水平，并以农村劳动力转移系

数（在数量上等于农村劳动者人均劳动力转移

收入与人均纯收入之比）作为补充，劳动力转

移收入在人均纯收入中的比重越高，则表示转

移程度越高，反之则反。采用这两个指标可以

综合反映劳动力转移的量（转移数量）与质（转

移的稳定性及转移劳动力的收入水平）；后者

还可以消除不同时期或不同区域劳动力转移水

平比较中价格因素的影响。 

3、劳动力转移的内容比形势重要（是否离开

农村不重要，重要的是能否获得工资性收入及

收入的量）。农村劳动力转移的形式可以划分

論文 
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为两大类：农村内部的转移和农村外部的转移。

农村内部转移又包括向农村第一、二、三产业

的转移；农村外部转移则主要指农村劳动力向

城镇二、三产业的转移。 

从这个概念可以看出，农村劳动者外出打工

人数的多少只反映了劳动力转移量的一个方

面，劳动者年累计外出打工时间才能真正反映

其劳动力转移的数量，劳动力转移质量可以通

过就业的稳定性和单位时间的收入水平来衡

量，在这里笔者用农村劳动者年打工收入来综

合反映劳动力转移的质和量。影响劳动者年打

工收入水平的主要因素有两个：一是就业量，

二是就业后单位时间的收入水平，本次调查就

要就这两个指标及其相关因素展开。 

Ⅱ. 调查结果描述 

大墙王村总人口 1470人，劳动力 672人，调

查人口 1213人，人均收入 2970元左右，与村

委会成员介绍情况（三千元左右）大体一致，

本次共发放问卷 398份，其中有效问卷 352份，

有效问卷中发生了劳动力转移的劳动者 441

人，年平均工资水平 5646元。 

1、劳动力转移人数及其性别 

352份有效问卷中共有 441人发生了劳动力

转移，占全村劳动力总量的 65.63%。发生了劳

动力转移的人口中有男性 338人，占转移总数

的76.64%；女性103人，占总转移总数的23.36%。

该项调查表明，大墙王村的劳动者中有三分之

二强发生了劳动力转移，且劳动力转移者以男

性为主。 

2、关于劳动力转移者的文化程度 

发生了劳动力转移的 441人中有 432人填写

了文化程度一栏，九人该项缺失。其中小学文

化程度的劳动者有 75人，占该村劳动力转移人

数的17.00%；初中文化程度的劳动者有308人，

占该村劳动力转移人数的 69.84%；高中文化程

度的劳动者 49人，占该村劳动力转移人数的

11.11%。该项调查表明，该村的劳动者的文化

程度以初中及以下为主，占劳动力转移人数的

近 77%。 

3、劳动力转移者的技术水平 

发生了劳动力转移的 441人中有 425人填写

了技术特长一栏，16人该项缺失。其中有技术

特长的劳动者有 111人，占该村劳动力转移人

数的25.17%，没有技术特长的劳动者有314人，

占该村劳动力转移人数的 71.20%。该项调查表

明，无技术技术特长者占该村发生了劳动力转

移的劳动者的四分之三弱。 

4、劳动力转移者的计划打工地 

发生了劳动力转移的 441人中有 416人填写

了计划打工地一栏，25人该项缺失。其中选择

本地作为计划打工地的劳动者有 285人，占该

村劳动力转移人数的 64.63%，选择省内经济发

达城市的劳动者有 69人，占该村劳动力转移人

数的 15.65%；选择省外的劳动者有 62人，占

该村劳动力转移人数的 14.06%。该项调查表明， 

该村劳动者的本土观念较强，计划在省内打工

的劳动者占转移劳动者的近 80%。 

5、劳动力转移者的实际打工地 

发生了劳动力转移的 441人中有 420人填写

了实际打工地一栏，21人该项缺失。其中在本

地打工的劳动者有 324人，占该村劳动力转移

人数的 73.47%，在省内经济发达城市打工的劳

动者有 43人，占该村劳动力转移人数的

9.75%；选择省外的劳动者有 52人，占该村劳

动力转移人数的 12.02%。该项调查表明， 该

村劳动者中近二分之一可以在本地找到工作，

本地工作机会相对较多，省内打工的劳动者占

转移劳动者的近 90%。 

6、劳动力转移者所在的行业 

发生了劳动力转移的 441人中有 325人填写

了打工所在行业一栏，116人该项缺失。其中

劳动力由家庭劳动转移到家庭外农业劳动的劳

动者有17人，占该村劳动力转移人数的3.85%，

劳动力由农业转移至工业的劳动者有 91人，占

该村劳动力转移人数的 20.63%；由农业转移至

建筑的劳动者有 149人，占该村劳动力转移人
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数的 33.79%；由农业转移至服务业的劳动者有

68人，占该村劳动力转移人数的 15.42%。 

7、劳动力转移者的年打工时间 

发生了劳动力转移的 441人中有 336人填写

了打工时间一栏，105人该项缺失。其中年打

工时间在 1-3个月的劳动者有 40人，占该村劳

动力转移人数的 9.07%，年打工时间在 4-6个

月的劳动者有 78人，占该村劳动力转移人数的

17.69%；年打工时间在7-9个月的劳动者有127

人，占该村劳动力转移人数的 28.80%；常年打

工（年打工时间超过 10个月）的劳动者有 131

人，占该村劳动力转移人数的 29.70%。 

8、劳动办转移者的年打工收入 

发生了劳动力转移的 441人中有 423人填写

了打工收入一栏，18人该项缺失。该村发生了

劳动力转移的劳动者收入多在 10000以下（含

10000元），只有 24人的年打工收入超过 1万

元。其中年打工收入在 5000元以下（含 5000

元）的劳动者有 277人，占该村劳动力转移人

数的 62.81%；年打工收入在 5000-10000元（含

10000元）的劳动者有 140人，占该村劳动力

转移人数的 31.75%；年打工收入超过 10000元

的劳动者有 24人，占该村劳动力转移人数的

5.44%。 

9、家庭收入主要来源 

352份有效问卷中的农户均回答了该问题，

农户的家庭收入主要来自于农业的有 46户，占

回答了该问题农户的 13.07%；来自于打工收入

的有 262户，占回答了该问题农户的 74.43%；

来自于经商收入的有 32户，占回答了该问题农

户的 9.09%；家庭收入主要来自于其它的农户

有 12户，占回答了该问题农户的 3.41%。 

10、年度家庭收入情况及劳动力转移收入的

占比 

352份有效问卷中的农户回答了该问题，其

中家庭年度总收入在 5000元以下（含 5000元）

的农户有 78户，占回答了该问题农户的

22.16%；家庭年度总收入在 5000-10000元（含

10000元）的农户有 173户，占回答了该问题

农户的 49.15%；家庭年度总收入在

10000-20000年打工收入元（含 20000元）的

农户有 90户，占回答了该问题农户的 25.57%；

家庭年度总收入超过 20000元的农户有 24户，

占回答了该问题农户的 3.13%。 

工资性收入占家庭总收入比重低于 50%（含

50%）的有 89户，占回答了该问题农户的

25.28%；工资性收入占家庭总收入比重在

50%-80%（含 80%）的有 164户，占回答了该问

题农户的 46.59%；工资性收入占家庭总收入比

重高于 80%的有 99户，占回答了该问题农户的

28.13%。 

11、乡村居民的工作机会 

352份有效问卷中的 348个农户回答了该问

题，具体情况如表 1。从表 1可以看出，该村

有一半以上的农户认为工作机会不多；还有近

一半的农户认为工作机会一般；关于农户可以

获得工作机会的地域，具体如表 2：认为工作

机会更多在本地农村和附近城市的农户占到回

答该问题所有户数的 71.55%，认为在省城和省

外发达城市有工作机会的农户仅占 28.45%。 
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表 1 乡村居民获得工作的机会频数表 

Frequency Valid Percent Cumulative Percent 

非常多 1 0.29 0.29 

很多 10 2.87 3.16 

一般 154 44.25 47.41 

很少 111 31.90 79.31 

非常少 60 17.24 96.55 

没有 12 3.45 100.00 

Total 348 100.00 

表 2：乡村居民工作机会所在区域频数表： 

Frequency Valid Percent Cumulative Percent 

本地农村 141 40.52 40.52 

附近城市 108 31.03 71.55 

省城 35 10.06 81.61 

省外发达城市 64 18.39 100.00 

Total 348 100.00 

12、乡村居民找工作的主要途径 

352份有效问卷中的349个农户回答了该问题，

具体情况如表 3。从表 3可以看出，349户农户

中近 40%的农户靠自己找到工作，近 40%的农户

依靠村里亲朋介绍找到工作，通过人才市场和

单位招工找的工作的农户不足回答了该问题农

户的 2%，说明该村农户的就业渠道仍不畅通。 

表 3：乡村居民找工作的主要途径频数表 

Frequency Valid Percent Cumulative Percent 

自己外出寻找 139 39.83 39.83 

村亲朋介绍 137 39.26 79.08 

通过人才市场 2 0.57 79.66 

单位招工 4 1.15 80.80 

就业所在地亲朋介绍 38 10.89 91.69 

其他 29 8.31 100.00 

Total 349 100.00 
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13、影响乡村居民获得工作机会的主要因素 

352份有效问卷中的全部农户均回答了该问

题，具体情况如表 4。从表 4可以看出，352

户农户中 50%的农户认为受教育状况是影响乡

村居民获得工作机会的主要因素，26.14%的农

户认为有无市场需要的技术是主要因素，近

12%的农户认为有无工作经验是主要因素，认为

身体状况、有无人际关系、居住位置等是影响

乡村居民获得工作机会主要因素的合计

11.36%。 

表 4：影响乡村居民获得工作机会的主要因素频数表 

Frequency Valid Percent Cumulative Percent 

受教育状况 178 50.57 50.57 

有无市场需要的技术 92 26.14 76.70 

工作经验 42 11.93 88.64 

身体状况 17 4.83 93.47 

有无人际关系 12 3.41 96.88 

居住位置 3 0.85 97.73 

其他 8 2.27 100.00 

Total 352 100.00 

14、影响乡村居民工资性收入水平的因素 

352份有效问卷中的 347户农户回答了该问

题，具体情况如表 5。从表 5可以看出，347

户农户中 27.09%的农户认为受教育状况是影

响乡村居民工资性收入的主要因素，50.14%的

农户认为有无市场需要的技术是主要因素，

11.53%的农户认为有无工作经验是主要因素，

认为身体状况、有无人际关系、居住位置等是

影响乡村居民获得工作机会主要因素的合计

11.24%。在调查中为了区分城镇和农村工资发

放的主要标准，笔者专门区分城乡进行了调查，

结果表明城乡农民工工资水平的影响因素几乎

无差别。 

表 5：影响乡村居民获得工作机会的主要因素频数表 

Frequency Valid Percent Cumulative Percent 

受教育状况 94 27.09 27.09 

有无市场需要的技术 174 50.14 77.23 

工作经验 40 11.53 88.76 

身体状况 18 5.19 93.95 

有无人际关系 8 2.31 96.25 

居住位置 6 1.73 97.98 

其他 7 2.02 100.00 

Total 347 100.00 

Ⅲ. 主要结论及相关建议 
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通过走访村委会成员，与农户进行面对面的

交谈，及对调查问卷的分析，得出如下主要结

论： 

（一）劳动力转移性别以男性为主 

调查结果显示，发生劳动力转移（以获得工

资性收入为标准衡量）的劳动者以男性居多（近

77%），表明该村劳动力转移过程中男性就业的

性别优势是比较明显的。 

按照国家统计局的统计标准， 16岁-60岁期间

的男子、16岁-55岁期间的女子为适龄劳动者，

笔者在调查中发现，该村有相当部分 16岁以下

(计件工资，每天约 20多元)、60岁以上（年

收入约 3000-4000元，有技术特长的与壮劳力

收入基本相当）的“非劳动力”实现了劳动力

转移。 

(二)劳动力综合素质较低，相关培训效果不

明显 

据调查，该村劳动力转移人员的受教育水平

大多不过初中毕业(回答了该问题的被调查者

中，87%的劳动者初中及以下文化程度，其中小

学层次的劳动者约 17%高中毕业的劳动者仅占

11.11%；有技术特长的人也只是少数，占该村

发生了劳动力转移劳动者的 25.17%，没有任何

技术特长的人达 71.20%。 

据村民反映，虽然国家和地方政府有专门政

策支持农民进行各种技能培训，但由于种种原

因，效果并不明显。有被调查者称，一般长于

几天的项目要收费，且费用不低，培训后对其

增收的作用如何并不确定，很多人不愿花费时

间和金钱去参加这种培训；完全免费的培训基

本流于形式，并不能真正给农民带来实惠，很

多农民反映不如用这些时间去打工挣钱更实惠

些。（题外：国家与地方政府出台相关政策的

出发点是好的，在笔者看来，供给与需求错位、

出力不讨好的结果背后是政府角色的错位——

“施予者”而非“服务者”，在提供培训机会

的时候，只考虑到“给”什么，较少考虑到农

民“要”什么）。 

（三）就业意向和实际打工地均以本地为主 

 相对周围有产业优势的村而言，大墙王村基

本上属于农业村——全村共有六个私营企业

（加工和销售钢材），吸收本村劳动力 79人，

24户个体经营户，但因为所处地理优势（紧临

长葛市旧钢材市场），经济在董村镇处中等水

平，农民收入以农业收入和打工收入为主。借

助这个优势，很多农民选择（64.63%）就地打

工的方式增加收入。选择就近打工的主要原因

之一是就业机会少——劳动力市场竞争激烈，

加之绝大部分村民既无学历文凭，也没有相关

技术及执业资格证书；其二是家里的耕地、老

人和孩子需要照顾。查结果显示，该村 64.63%

的劳动者愿意在本地就业，15.65%的劳动者愿

意在省内经济发达城市就业，14.06%的劳动者

愿意到省外就业；事实上，73.47%的劳动者实

现了就地转移，9.75%的劳动者发生了省内经济

发达城市的劳动力转移，还有 12.02%的劳动者

发生了省外转移。 

2008年的金融危机对外出打工者收入（有一

定的技术特长）的影响相对较小，但当地有相

当一部分小企业受其影响关闭或业务量下降，

减少了劳动力需求，虽然单位工资水平并没有

下降，但因为劳动力总体需求下降，因而对劳

动力本地转移劳动者的收入影响较大。 

（四）相当部分劳动者处隐性失业状态 

全村人均占有耕地 0.7~0.9亩（有部分集体

用地），据了解，随着机械化水平的不断提高，

每户投入田间作物中的劳动时间全年约 10-20

天左右。调查结果表明，该村发生了劳动力转

移的劳动者打工时间不足半年（低于国家统计

局劳动力转移标准）的约 30%，打工 7-9个月

的劳动者占 28.8%，常年打工的约占 30%，相当

部分的劳动力处隐性失业状态。 

（五）劳动力转移收入差异较大，收入水平

相对较低 

调查结果显示，该村打工收入差异较大，收

入水平相对较低：最高者达 20000元每年，最

少者只有数百元，平均水平为 5736元。 
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(六)本地农村和附近城市提供更多的劳动力

转移机会 

访谈和问卷结果均显示，村民认为就近就业

的机会较多，认为工作机会更多在本地农村和

附近城市的农户占到回答该问题所有户数的

71.55%，认为在省城和省外发达城市有工作机

会的农户仅占 28.45%。在笔者看来原因有两个，

一是该村所处地理位置优势使部分村民可以或

者看到别人可以轻松找到打工赚钱的机会；二

是外出打工者，无论是到省城或是省外发达城

市的劳务市场相对成熟，竞争激烈且就业门槛

较高，对于文化层次低和基本没什么技术特长

的村民而言，市场能够提供给他们的机会非常

有限。 

（七）转移途径以自发转移为主 

调查结果表明，该村发生了劳动力转移的劳

动者中，近 40%的农户靠自己找到工作，近 40%

的农户依靠村里亲朋介绍找到工作，通过人才

市场和单位招工找的工作的农户不足回答了该

问题农户的 2%，这种依靠自己外出寻找和亲友

介绍方式进行的劳动力转移缺乏稳定性和可持

续性，表明该村还没有形成良好的农民就业体

系，农户的就业渠道仍不畅通。 

（八）受教育状况、技术特长和工作经验成

为影响农民就业机会和收入水平的主要因素 

调查结果显示，受教育状况、技术特长和工作

经验是影响农民非农就业机会的主要因素，近

50%的劳动者认为受教育状况是影响其能否获

得就业机会的主要因素，26.14%的劳动者认为

有无技术特长是主要影响因素，近 12%的劳动

者认为工作经验是主要影响因素，认为身体状

况、有无人际关系、居住位置等是影响乡村居

民获得工作机会主要因素的合计 11.36%。 

访谈过程中，村民多次提到，即使有熟人推荐，

受教育状况、技术特长和工作经验仍是影响就

业机会的主要因素。这个结果表明，市场在劳

动力资源配置过程中已经起到重要作用。 

影响工资水平的主要因素仍然是这三个因

素，但重要性次序有了较大改变，50.14%左右

的劳动者认为有无技术特长是影响村民工资性

收入水平的主要因素，一般有技术特长的农民

的工资收入都远高于没有技术特长的村民，工

作经验和受教育水平的影响略弱。 

通过上面的分析，笔者认为提高河南农村劳

动力转移水平可以从两方面入手： 一是通过提

高乡村居民的工资性收入机会——通过劳动力

转移让更多的乡村居民获得工资性收入，即提

高乡村居民非农就业率。非农就业率的高低直

接决定获得工资性收入的乡村居民数量的多少，

进而决定乡村居民人均工资性收入的整体水平。

二是提高乡村务工人员的工资水平。在就业水

平一定的情况下，务工人员的工资水平越高，

乡村居民人均工资性收入水平就越高。考虑到

市场经济条件下企业用工的收益最大化原则和

目前乡村务工人员的教育水平、职业技术水平

等限制性因素，就近期来看，乡村务工人员工

资水平提高的空间有限。笔者认为，要提高乡

村居民工资性收入水平，近期应以提高乡村居

民的非农就业率为主要方向，而从长远来看，

则要通过提高其教育水平和职业技术水平来逐

步缩小与城镇居民工资性收入的差距。 

注释 

1 郑州大学旅游管理学院教师，博士。本研究得

到“2009年度爱知大学国际中国学研究中心青年

研究人员研究资助项目”的资助。 

2国家统计局对农村劳动力及其转移情况的统计

标准如下：凡是在一年之内从事非农业劳动累计

时间达到 6个月以上的农村劳动者被划分为农村

转移劳动力；而在一年之内只从事农业劳动的劳

动者和从事非农业劳动累计时间不足 6个月的农

村劳动者均被列为农村未转移劳动力，作为农村

劳动力进行统计。绝大多数相关文献也将农村劳

动人口界定为农村劳动力。这种统计标准的最大

问题是无法反映一年内从事非农业劳动累计时间
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不足 6个月的农村劳动者的就业情况，不能充分

反映农村劳动力资源利用和配置的实际情况。 
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1、韩俊：《跨世纪难题一中国农业劳动力转移》，
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2、北京市社科院“北京城区角落调查”课题组，

《北京城区角落调查》，北京：社会科学文献出

版社，2005。 

3、蔡防，白南生，《中国转轨时期劳动力流动》，

北京：社会科学文献出版社，2006。 

4、顾海兵、王亚红，《中国城乡居民收入差距的
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附件：河南省农村劳动力转移调查表 

您好！！我们正在进行一项调查，希望得到您的支持和合作。您的

回答将对我们的研究分析有重要贡献，感谢您在百忙之中对我们调查的

支持! 

 1、家庭劳动者基本情况：  收入单

位：元 

（劳动者

1、2、3、4

等） 

性

别 

年

龄 

文化

程度 

技术

特长 

（有或

无） 

计划打工地 

（本地、省内经

济发达城镇、省

外） 

实际打工地 

（本地、省内经

济发达城镇、省

外） 

打工所在

行业（建筑

业等） 

年打工 

时 间 

年打工 

收 入 

注：打工时间选项：①1—3个月 ②4—6个月；③7—9个月；④10—12个月；⑤常年从事家庭

外劳动 

2、家庭年收入________；其中打工收入________，家庭收入的主要

来源是_________ 

①农业； ②打工； ③经商； ④其它；

    3、据您了解，农村居民获得工作的机会：__________ 

①非常多； ②很多； ③一般； ④很少；

⑤非常少； ⑥没有
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若有机会则更多的在_______ 

①本地农村； ②附近城市；  ③省城；  ④省外经济发达城市

    4、据您了解，农村居民找到工作主要通过(可多选)：______________ 

①自己外出寻找；  ②村里亲朋介绍；  ③通过人才市场；

④单位招工； ⑤就业所在地亲朋介绍；  ⑥其他

5、您认为影响农村居民获得工作机会的主要因素是_______ _(可多

选) 

①受教育状况；   ②有无市场需要的技术；  ③工作经验；

④身体状况； ⑤有无人际关系；   ⑥居住位置；   ⑦其他

   6、您认为影响农村居民农村就业工资水平的主要因素是（1）

________(可多选)；影响农村居民城镇就业工资水平的主要因素是（2）

____________ 

①受教育状况；   ②有无市场需要的技术；  ③工作经验；

④身体状况； ⑤有无人际关系；   ⑥居住位置；   ⑦其他
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【編集後記】 

 2011 年 3 月 11 日 14 時 46 分三陸沖を震源とする大地震が発生した。内閣府などの経済

的損失試算では 25 兆円を超えるとされている。大震災だけの壊滅であるなら、その復興

需要に期待していくこともできるのかもしれないが、さらに、福島原発による核汚染とい

う、「未曾有の天災」に名を借りた明らかな人災による大災禍が加わり、その対応において

日本に政治的信頼醸成装置が機能不全であることから、「民族の死滅」という主題を再び取

り上げうるような状況がじわじわと浸潤している。そこで、「嘗つて東方に国ありき/人は

嘆き喜びてかつ歌ひ……」と、日本の記憶を果たして後世に伝えうるのは誰なのかと考え

てみる。……日本の知識人はとても衰退していて、とてもそれすら望むべくもない難しい

局面に私たちは立たされているのかもしれない。中国の知識人たちにそれを托せるのか？ 

これもまた一つの課題である。お届けする ICCS 電子ジャーナル第 3 号発行にあたって、

村田安、加治宏基、平野孝治、虞萍の各氏にさまざまなご協力を頂いた。記して感謝した

い。 
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巻頭言巻頭言巻頭言巻頭言

高橋五郎高橋五郎高橋五郎高橋五郎（（（（愛知大学国際中国学研究愛知大学国際中国学研究愛知大学国際中国学研究愛知大学国際中国学研究センターセンターセンターセンター所長所長所長所長））））

今回のジャーナルも，多彩な査読付き論文を掲載することができた．論文数は 8本，うち

5本は，昨年の ICCS国際ワークショップで報告された内容を論文化していただいたもの，3

本は投稿論文である．いずれも査読をいただき，質の高い優れた論文ばかりに仕上がった．

この場を借りて，ご苦労をおかけした査読者の方々にも厚くお礼を申し上げます． 

電子ジャーナルの性格から特集といったものは組まず，幅広い研究成果を迅速に公開する

ことを目標にしているが，その意味では今回もこの原則を踏襲することができたことに感謝

したい． 

さて，イタマール・リー氏論文，佐藤敦信氏論文，Zhihai XIE氏論文，平野孝治氏論文，

大澤正治氏論文の各論文はそれぞれの専門分野から中国の台頭と国際的環境の変化を研究

した成果の一部である．ICCSは比較的早くから中国の台頭を念頭においた国際シンポジュ

ウムやワークショップを開催してきているが，以上の諸論文は，さらに一歩前に出る研究成

果として位置づけることができる． 

残る３本は純粋な投稿論文であり，査読を経て掲載したものである．このうち佐藤・菅沼

両氏論文は主に既往の諸統計や先行研究書を踏査しつつ，中国の食生活の変容を消費者の年

齢，所得，地域などをセグメント化し，きめ細かな分析を通じて考察したもので，非常に新

しい，かつ食生活の変容実態が正確に把握できる内容となっている． 

納富氏論文は巨大鉄鋼企業を育成した二人の世界的鉄鋼王，ラクシュミ・ミッタル氏，沈

文英氏の軌跡を追いながら，現代巨大鉄鋼企業の発展史を描いた論文であり，先行する諸業

績を一つにまとめ上げた労作である． 

高橋論文は全国展開を行う巨大なある農業竜頭企業を事例に，中国農業産業化政策の評価

を試みた論文である．この論文の結論は，まだ成功したとはいえないとするものである． 

なお，投稿論文は ICCSのホームページを通じて，本ジャーナルに投稿されたものである

が，簡便にフォーマットに投稿できるようにしたこと，随時発行に切り替えたことなどから，

投稿論文が増加することを期待している． 
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Is Chinese agricultural industrialization policy successful? 

Goro Takahashi
1

Abstract 

The Chinese agricultural industrialization policy was started taking advantage of reform of do-

mestic agriculture, conclusion of ASEAN and FTA, etc. The agricultural company was born, and 

increased and agricultural industrialization promoted the situation which farmland and farmers 

transfer to companies. Should we think that the Chinese agricultural industrialization policy was 

successful? There are many plus effects in agricultural industrialization. On the other hand, there 

are problems, such as water-for-agricultural-use contamination, soil pollution, aggravation of the 

freshness of food, and the premodern wholesale market system, in it. We cannot conclude that 

Chinese agricultural industrialization policy was successful at the present stage through the case 

study of an agricultural company. From now on, probably, agricultural industrialization should be-

gin to solve many unsolved problems. 

Keywords: Chinese agriculture, agricultural industrialization, agricultural company, organic 

vegetable, water pollution, soil pollution 

I. Introduction 

The result of the success or failure of the ag-

ricultural industrialization policy of China [1] 

which started around in 2000 is in the stage which 

cannot be concluded yet. Although this paper 

thinks that the possibility of a success of it is high, 

I point out that there are many problems which 

should still be examined. My case study of agri-

cultural companies can also prove that the agri-

cultural industrialization policy carried out many 

contributions to the change of Chinese agriculture 

[2].  

In order to consider the success or failure of 

the agricultural industrialization policy, this paper 

considers the effect and points out some problems 

through case analysis of agricultural companies 

further. And I perform the proposal for solution of 

many of these problems. 

II. Farmers to Enterprise－－－－Changing Chinese

agriculture 

1. The reason which company replaces with

farmer 

Chinese agricultural style has been continuing 

as “Small farming by contract” since economic 

reform policy in 1980’s after open door policy 

had operated in 1978.The number of small family 

farm is about 200 million in 2011, and the number 

of farmers, not rural population, is about 290 mil-

lion in the same year, which is decreasing every 

year after the peak of 2002.The main factors of 

the decrease is  

1) Immigration to urban area of rural young

labor force, 

論文 
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2) Transfer of rural work force to village and

township enterprises in the near place. 

While the number of family farm and farmer 

has been decreasing, alternative agricultural style, 

namely enterprise style of agriculture has been 

increasing in the same local area. The movement 

of this new style of Chinese agriculture started at 

almost the end of 1990’s when Jiang Ze Min era. 

The movement was promoted by so called agri-

cultural industrialization policy which was started 

by Chinese central government in the mid of 

1990’s. The purpose of this policy was  

1) Improvement of agricultural productivity

through realization of economies of scale, 

2) To create a new mechanism of Chinese ag-

riculture, which is including not only agricultural 

output, while adding management of the business, 

transportation system, storage system, processing 

technology, sale management, export business 

and others are related the business.  

As far as Chinese small family farming is 

concern, they have a lot of problems like as too 

small scale of farming and low agricultural pro-

ductivity, high productive cost, sprinkling human 

waste fertilizer, agricultural pesticide contamina-

tion, low agricultural technology and so on. But 

the style of agriculture of China so far certain 

evolution has realized, for instance, the amount of 

food especially grain production has been in-

creasing for these 30 years. The production of 

grain is more than 500 million tons per year after 

1998’s bumper crop. Other agricultural products 

for instance vegetables, fruits, nuts are also in-

creasing. Benefiting from economic development, 

the diet of current Chinese has been becoming 

rich and rich. This is one of the contributions to 

citizens from Chinese small scale farmers.   

On the other hand, the reason of reform of ag-

riculture above mentioned has to conduct. In ad-

dition, China started to conclude agreements with 

foreign countries for going out policy, namely 

FTA and other policies of globalization [3].   

China conducted some FTA agreements with 

ASEAN, Chile, New Zealand, Singapore, Peru, 

Costa Rica, and under negotiation is with Gulf, 

Australia, Norway. Among these countries, China 

focus on ASEAN as the most important partner as 

for as political economy is concern. China and 

ASEAN’s FTA went into effect in 2010. By the 

FTA, China made zero the rate of import duties of 

agricultural products with ASEAN. As a result, 

the agricultural products from ASEAN went into 

the Chinese market in large quantities. Therefore, 

it cannot be overemphasized that the Chinese 

farmer suffered serious damage [4]. From before, 

the prices of agricultural products hung low and 

the farmer's agricultural volition was declining.  

The external competitiveness of Chinese ag-

ricultural products was lost quickly. However, 

this was a skillful measure for reforming the do-

mestic small-scale agriculture by the Chinese 

government. The Chinese agricultural industriali-

zation policy built the new agricultural output 

system which replaced with small-scale agricul-

ture, and was expected beforehand. The concrete 

form is a company style agricultural system.  

The company style agriculture has started to 

expand from the beginning of 21century.  The 

number of agricultural companies in China is 

about 200 thousand in 2011 increasing from 

40,000 of 4 years ago[5].  

Although there are several kinds of forms of 

organization of the companies, it is common to 

perform broad management, such as agricultural 

output, processing, keeping in a refrigerator and 

sale. There is an essential difference as compared 

with family farming.   
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2. The meaning of agricultural industrializa-

tion－－－－The great transformation to a capitalis-

tic    agricultural system 

The meaning of agricultural industrialization 

is what company manages agriculture including 

processing and management of food. Not only the 

farm management scale itself became large, but 

the kind of business was expanded. The kind of 

business was expanded from agricultural output to 

processing, export, etc. 

Figure 1 shows that the more detailed expla-

nation about Chinese agricultural industrialization. 

The triangle on the right-hand side of figure 1 

shows the enterprise of an agricultural company. 

The height of this figure shows the grade of the 

scope of industrial business of an agricultural 

company. Ordinary agricultural companies make 

not only farm management but a company + 

farmer + base + food-processing + sale. At the 

end, the sold food is consumed and activity circu-

lation completes it. The size of the area of the 

inverse triangle on the left-hand side of the graph 

expresses the active grade of an agricultural 

company. That is, if the area of an inverse triangle 

is not large, and the grade of agricultural industri-

alization is low, and if it is large, it is shown that 

the level is high.  

If such a view is adopted as a measure, the 

present condition of agricultural industrialization 

of present China is evaluated, so I can give con-

siderable high evaluation it.   

The person in charge of the China agriculture 

is being clearly divided into the following three 

systems now. 

They are  

1)agricultural company,  

2)the small farm management of a scale, and 

3)the comparatively big farmer management 

of a scale. 50% of them are company form,  

40% is the small farm management of a scale, and 

10% is the comparatively big farmer management 

of a scale. However, 50% of the small farm man-

agement of the scale which occupies 40% of the 

whole is carrying out contract cultivation under 

management of agricultural companies. Therefore, 

we can say that 90% of Chinese farm manage-

ment is unified by corporate management directly 

or indirectly.  

If the land ownership system was not taken 

into our consideration, we can say that Chinese 

agricultural system transformed itself from so-

cialistic agriculture, and turned into a capitalist 

system. The requirements for a capitalist agricul-

tural system are that the owner or manager of the 

company can fulfill the freedom of agricul-

tural-products selection, and the freedom of sale. 

The Chinese company which manages the present 

agriculture is satisfying these requirements. 

However, in farmland, ownership belongs to rural 

group economy, and a farm management body 

only still has a farmland right of use for agricul-

ture. In this meaning, the institutional substance of 

the Chinese agriculture is still socialistic one. Be-

sides we have to consider that the transforming of 

the older agricultural style to market oriented style 

confront with much corruption by the rural boss. 

farmer

figure  1 Structutre of China's  Agricultural Industriarization
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3. The effects of integration

Chinese agricultural industrialization is equal 

to agricultural integration in the meaning which 

unifies two or more types of industry to agricul-

tural sector. A traditional agricultural sector has 

an integrated economical process which from a 

primary sector to tertiary industry. 

The company which is the farm operator object 

came to have the following economical effects. 

● Integrated effect of a farmer's individual

management (unification of management): 

● Accumulation effect of land area:

● Unification of agricultural items /

standardization effect: 

● Reliance effect from the brand formation

effect: 

● Cost reduction effect:

● Unification / improvement effect of

agricultural technology: 

● Farmer employment effect:

● Productivity improvement effect:

● Land rent revenue effect for farmers:

(1) Integrated effect of a farmer's individual 

management  

It is an effect which unifies the dispersed 

management on one management object (agricul-

tural leading company) through unifying much 

small-scale farmer management. For instance, 

1000 small scale farming into unify one large 

scale capitalist company. 

(2) Accumulation effect of land area 

It is an effect which integration converts into 

large-scale management by unifying small-scale 

land. Farmland of individual farmers is readjust 

the division of farmland and is used more effec-

tively. And an irrigation institution of the area is 

also modernized and stable reservation of water is 

guaranteed [6]. 

(3) Unification of agricultural items standardiza-

tion effect 

It is an effect which unifies agricultural output 

items and carries out a quantitative scale. Since 

Chinese family farm management is 

self-sustaining, small-quantity multi-item produc-

tion system becomes common style. Therefore, it 

is subdivided by the small division and working 

efficiency of land is bad. Readjust the division of 

farmland is very effective. Unification of items is 

realized by readjust the division of farmland. 

(4) Reliance effect from the brand formation ef-

fect 

It is an effect which forms the brand in the ar-

ea through realizing improvement in a scale ex-

pansion and quality. Also in the Chinese agricul-

tural products, branding is progressing gradually. 

Since the consumers more than the middle class 

do not buy vegetables or grain other than brand 

goods, branding is indispensable to management 

strategy of agricultural companies. 

(5) Cost reduction effect 

It is the effect of lowering management cost 

through demonstrating economies of scale. The 

above effects gather and also are effective in low-

ering management cost. Since there is no incen-

tive which reduces cost in family management, 

company style management is the only economic 

method of reducing cost in Chinese agriculture. 

(6) Unification improvement effect of agricul-

tural technology 

It is the effect of realizing improvement, uni-

fication, and standardization of the agricultural 
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technology of a management object. Since there is 

no incentive which carries out technical im-

provement in family management, industrializing 

management is the only economic method of im-

proving agricultural technology. 

(7) Farmer employment effect 

Since it is those who former farmers are those 

who offered land to the agricultural company, and 

lost farm land, the economic effect of   

employment is large for them. Since farmers lose 

land, they have no choice but to work in the 

company which they provide their farmland. If 

the agricultural company employs them, it be-

comes unnecessary to go to work away from 

home place, and they can make a living in the 

same village [7]. 

(8) Productivity improvement effect 

The agricultural productivity of agricultural 

company improves through economies of scale 

being demonstrated and the improved technology 

being standardized compared with each past 

peasant-folk system. There are land productivity, 

capital productivity, and labor productivity in the 

definition of agricultural productivity. Land pro-

ductivity is realized by accumulation of land. Im-

provement in capital productivity is realized by 

modernization and expansion of agricultural 

equipment. By these investments, the company 

can realize this. Labor productivity is realized in 

training and educating the employed farmer. In 

order to realize this, the company is creating the 

farmer program of instruction. 

(9) Land rent revenue effect for farmers 

Since land rent income goes into farmers, in-

stead of lending land to agricultural companies, 

there is the increase effect in income of farmers[8]. 

The one-year land rent per 6.7a. is the average of 

500 to 800 Chinese Yuan (80-120US$). Since one 

family farming has lent an average of 30a., land 

rent income will change to 2000 to 3200 Chinese 

Yuan (300-500US$) in one year. Since land rent 

income does not have cost, the all become profits 

of the farmhouse. 

ⅢⅢⅢⅢ.The case study－－－－Au Tai Kee Farm Prod-

ucts Processing Co.,Ltd. 

One of the typical companies which is born 

with Chinese agricultural industrialization is Au 

Tai Kee Farm Products Processing Co., Ltd. (fol-

lowing, Au Tai Farm) which have the head office 

in Hong Kong. Although the head office of this 

company is located in Hong Kong, business of 

farming base is located in every place in China, 

and the business actual condition is the suitable 

case in order to study an agricultural company. 

Hereafter, I consider the effects of integration 

about the company, and analyze the subject on 

management. 

(1) Short history of Tai Kee Farm 

Mr. Ou Jingtai of the founder of Au Tai Farm 

was born in Guangzhou in China in 1950.His life 

was poor although his parents were performing 

small-scale vegetable dealings business. In 1960, 

when he was 10 years old, the family got off to 

Hong Kong at last. When Ou Jingtai was 25 years 

old, the turning point of life visited in 1975. He 

also imitated parents' work and began vegetable 

dealings. Then he performed management begun 

from small-scale dealings by becoming large 

gradually. 

Table 1 shows that short history of the foun-

der of the company. In 1985 when 10 years have 

passed since that time, he started an agricul-
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tural-products processing company in Hong Kong. 

And the same year, he began to borrow about 3ha 

land in Shenzhen China to grow Chinese vegeta-

bles, and to sell it to overseas. The business is 

successful gradually and its volume of sales of 

vegetables also began to increase. As it became 

impossible to give satisfied demand to the mar-

kets, he began vegetable cultivation in 33ha land 

in Guangzhou. More over the company estab-

lished more than 40ha vegetable plating base in 

Hengli, Dongguan province in 1988, also invested 

35million Chinese Yuan(5.5MUS$)to establish 

Ou Taiji Agricultural Products processing Co.,Ltd. 

In 2001. They established 267ha vegetable plant-

ing base as Guangzhou Dongsheng Farm 

Co.,Lted.in 2002, then in 2003 they invested 

10million Yuan(1.5MUS$) to build Guangzhou 

Dongsheng Organic Planting Co.,Ltd. In Songhua 

which covers more than 100ha and they built 

Shangguan Dongsheng Agricultural Development 

Co.,Ltd.in Shaoguan city. 

In 30 years, Tai Kee Farm grew up to be an 

agricultural leading company consisting mainly of 

the greatest organically grown vegetable cultiva-

tion, processing, and sale in China. Ou Jingtai 

obtained honor not only in Guangzhou but in the 

whole country as a farm management success. 

The key to a success is that he concentrated 

management resources on organically grown 

vegetable cultivation, according to the safe needs 

of food of Chinese consumers. In the Guangzhou 

Asian Games (2010), the company became the 

main suppliers of vegetables to  players and 

spectators who participated from each country.  

table 1  Short history of the company

Year   Incidents

1975 Ou Jingtai created the Hong Kong Outaiji Vegetable and started the agriculture business

1985 Leased 3ha land at the foot of Wutong Mountain in Shenzhen and started planting vegetables

1988 Established more than 40ha vegetable plating base in Hengli, Dongguan

1994
Invested 20 million yuan and established100ha vegetable planting base in Shibi, Panyu, and

established "Guangdong Dongsheng Agriculture Products Co., Ltd."

1995 Established "Hong Kong Outaiji Agriculture Products Processing Co., Ltd." in Kowloon, Hong Kong 

2001
Invested 35 million yuan and established "Outaiji Agriculture Products Processing (Guangzhou)

Co., Ltd." in Lingshan.

2002
Established 267ha vegetable planting base in Lingshan, Panyu, and registered the "Guangzhou

Dongsheng Farm Co., Ltd."

2003
Established "Beijing Dongsheng Fangyuan Agriculture Planting Development Co., Ltd." in

Tongzhou District in Beijing and the base covered more than 120ha.

2003
Invested 10 million yuan and established "Guangzhou Dongsheng Organic Planting Co., Ltd." in

 Conghua, and the base covered more than 100ha.

2003 Established "Shaoguan Dongsheng Agriculture Development Co., Ltd." in Shaoguan in north Guangdong

2008
Dongsheng Farm passed the provincial and national agriculture standardization demonstration

examination and became national agriculture standardization base.

  source: writer's interview.

The Asian games committee conducted the 

residual-agricultural-chemicals inspection of veg-

etables severely, and the company cleared all. 

This led the branding accompanied by the safe 

image of the company to the success. 

The yearly turnover in 2010 of the company 

exceeded 100 million dollars. The company has 

expanded the export place of vegetables and the 

processed goods to Canada, Japan, South Korea, 

the United States, Britain, Singapore, etc. Now, it 

grew up to be an international food company. 

(2) The organization and company group 

Figure 2 shows the organization of the com-

pany. According to this figure, in the company, 

the group company of 12 is located by making 

AU Tai Kee Farm into the top head office. This 

figure is roughly divided into three portions. The 

top portion is a company in Hong Kong, seven 

companies in the portion of middle are companies 

which are performing cultivation, processing, sale, 

etc. in mainland China, and the bottom portion is 

companies which do not do cultivation but makes 

processing a specialty. The company which proc-
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Outaiji Agriculture Products(HongKong) Co.,Ltd.

Hongkong organic Agriculture Co.,Ltd.

Guangzhou Dongsheng Farm Co.,Ltd. GDFC

Guangzhou Dongsheng Organic Plangting Co.,Ltd. GDOPC

Beijing Dongsheng Fangyuan Agriculture Planting Co.,Ltd. BDFAPC

Shaoguan Dongsheng Agriculture Development Co.,Ltd. SDADC

Sichuan Deyang Dongsheng Farm Green Vegetable Co.,Ltd. SDDFGVC

Yunan Yuxi Dongsheng Farm Vegetable Planting Base YYDFVPB

Jiangxi Dongsheng Organic Planting Co.,Ltd. JDOPC

Outaiji Agriculture Products(Guangzhou) Co.,Ltd.

Outaiji Agriculture products processing(Shenzhen) Co.,Ltd.

Jiangxi Dongsheng Agriculture Products processing and Distribution Co.,Ltd.

figure 2  structure of Dongsheng Farm group

Au Tai Kee Farm P,P

Co., Ltd ;HongKong

p
la

n
ti

n
g

 d
iv

is
io

n

esses it makes a specialty work which processes 

the raw material supplied from the companies 

which do vegetable cultivation. 

Seven companies which do vegetable cultiva-

tion are located in large consumer cities of vege-

tables, such as Hong Kong, Guangzhou[9], and 

Beijing. The purpose of management is to expand 

market to the oversea market where the demand 

of organically grown vegetables is large, besides 

supplying vegetables to these domestic large 

consumer cities. 

When considering the enterprise group of the 

company, some important points which are 

common in the agricultural company become 

clear.  

● There is no company which performs only

cultivation of vegetables. Most companies 

unite and make processing, storage, and a 

sale.  

● In order to collect lands on a large scale, e

stablish farms in many places exceeding 

Provinces[10].  

● As for the company which performs

large-scale farm management, it is  

common that the founder of management  

is an individual, and the company is not an 

exception, either.  

● It is common to prepare two or more

farms. However, the company has pre-

pared at least one place for the large farm 

(in the case of the company organic farm 

in Guangzhou) used as a base.  

● Management strategy is clear that they

have a promoting differentiation of  

agricultural products and processed goods 

etc. 

(3) Outline of Business of the group 

Table 2 shows that outline of business of Au 

Tai Kee Farm group. The method of the agricul-

tural business of the company is not company 

itself, and includes a farmer's land and the labor 

force in the farm called a base. By legal regulation, 

although a company can have a farmland royalty, 

the company itself cannot reclaim land in China 

with little land. Therefore, the way of a company 

concentrates farmer's farmland royalty is adopted. 

There two cases, one is farmland royalty transfers 

to a company, and other one is a royalty does not 

transfer. 

In the case of the company, these two cases 

exist about farmland royalty system. The area of 

the farmland royalty which the company has in-

dependently amounts to total of 1016ha of the 

seven companies. And farmer's farmland royalty 

area which the company borrows is 667ha. This 

667ha farmland belongs to GDFC. The farm pays 

1200 Yuan (185 US $) of land rent per year to 

6.7a.  Therefore, if it totals, the company has 

paid the land rent of 1.8MUS$ in one year. The 

part of the land rent contributes farmers to the 

increase in income.  Moreover, since a farmer is 

employed by the company and has an income of 

an average of 6 US$ per day, if an annual work-

ing day is made into 250 days, he has got the in-

come of 1500 US$ or more. In addition, the wag-

es of 6 US$ per day are a little low level as farm 

labor force.   
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Since the average income of a farmer of this 

district is 930 US$ per year, even if it removes a 

land rent income, it is 1.6 times the income level 

of this. Thus, as a result of agricultural industri-

alization, the farmer also increased the income 

earning opportunity and has got the benefit of the 

substantial increase of acquisition. Since the 

number of the farmers whom the company has 

employed at the same time is seasonal migrant 

labor, it is unstable, but at least 1000 or more 

persons are conjectured in the seven company 

sum totals.  

Therefore, the total payment wages amount 

for one year for the company is about 1.5MUS$, 

and is a labor expense burden which is not few. 

Capital institution equipment of the company 

is modernistic and has the refrigerators of agri-

cultural products besides farms, green houses, 

freezers, large size container tracks with Hong 

Kong and the Macao transportation permit, vege-

table processing equipments and  warehouses, 

residual-agricultural-chemicals inspecting rooms, 

etc. 

They have about 50 cultivation items. The 

main items which disregarded seasonality are 

tomato, lettuce, Chinese broccoli, Chinese green 

soybean, corn, Chinese cabbage, Chinese green 

cabbage, Naibai cabbage, Douhai cabbage, bean, 

sweet potato, bitter gourd, eggplant, green pepper, 

sugar pea, string bean, loofah, cucumber, carrot, 

radish, leek, onion, spinach burdock, garlic, bur-

dock root etc. 

(4) Concentrating management resources on or-

ganic crops 

The management strategy of the company 

manufactures organically grown vegetable culti-

vation and quality processed foods, and is con-

ducting strict agricultural-chemicals inspection, 

by which residual agricultural chemicals are not 

detected from all products[11]. Therefore, the 

company installs modernistic and large resid-

ual-agricultural-chemicals inspecting rooms, em-

ploys special engineers, always inspects, and is 

performing computer management. The situation 

of an inspection is exhibited, and the data of test 

results also makes booklets and are exhibited in a 

facility of the company. 

table 2  Business outline of the Company (as of 2010)

foundation style facilities employee processing sale export

company's integrated

(farmer's)

GDFC 2002 campany+ 200 667 ・green 100t/day 20M$ Chinese beoccoli

base+ 　　house Chinese green soybean

farmer ・refrigerator Corn

GDOPC 2003 campany+ 133 ・green 700 372t/year 1.7M$ Chinese cabbege

base+ 　　house Chinese gren cabbege

farmer ・refrigerator Naibai cabbage

・sprinkler Douhai cabbege

・chemicals Bean

　inspection Sweet potate

BDFAPC 2002 400 ・green 1635 60t/day 30M$ 9.8M$ Bitter gourd

　　house Eggplant

・refrigerator Tomato

SDADC 2003 comapany+ 130 ・green Green pepper

technology 　　house Sugar pea

・refrigerator String bean

SDDFGVC 2006 73 ・green 270 0.23M$ Loofah

　　house Cucumber

・refrigerator Carrot

YYDFVPB 2001 13 ・green 70 Radish

　　house Leek

・refrigerator Onion

JDOPC 2009 67 ・green 10t/day Spinach

　　house Burdock

・refrigerator

land (ha) products

source:writer's  interview

An investment for that is investing a large 

sum also in several million Yuan(several 100 

thousand or more), and the education and training 

for the specialist for maintaining the safety of 

food. If the agricultural company does not raise 

the image that it is severe about the safety of food, 

according to raising of the safety consciousness 

about consumers' food, it is impossible to develop 

a sales track record. Since the company had as-

signed the head office in Hong Kong, it was able 

to become sensitive earlier to change of civic eat-

ing habits [12]. 

And the company rode on the wave of change 

of the China society, developed achievements till 

today, and has succeeded in the expansion of the 

company. It can say the result in which the com-

pany has concentrated the management resources 

consisting mainly of fund, talented people, farm-

land, Management publicity etc. for organically 
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grown vegetable production, processing, and in-

spection institution construction. 

Moreover, the local government has sup-

ported fund, land accumulation, market expansion, 

etc. in the factor of a success of the company. 

Probably, the company was not able to concen-

trate management resources on these without the 

supports.  

ⅣⅣⅣⅣ. Discussion 

About the economical effects of agricultural 

industrialization, I already pointed out above. Fi-

nally, I can extract the problems which should 

improve through actual condition analysis of a 

Chinese agricultural industrialization policy and 

an agricultural corporate management objects. 

Hereafter, I perform consideration which focused 

on this point. 

(1) Improve a relation with a farmer and create a 

stable system with companies 

In many agricultural companies, although the 

relation between a farmer and a company has 

become like the general manufacturing industry, 

but normal management labor relation is still not 

built. In some companies, there is the actual con-

dition that the farmer has received treatment like a 

peasant by the company which offered his farm-

land royalty. A required thing is that a company 

and a farmer build a stable relation in an equal 

position, and the local indifferent organization 

which should be built should perform instruction 

to companies. And the farmer itself needs to try 

hard to free himself from old peasant-folk con-

sciousness. For that purpose, the companies and 

the local government are united and it is neces-

sary to increase the educational opportunity to 

farmers. So that the productivity will may in-

crease also [13]. 

(2) Freshness maintenance of products and the 

improvement of the wholesale markets and con-

sumer markets access 

As for Chinese fresh vegetables, there is a 

problem in physical distribution functions, such as 

un-fixing of a cold chain system. Therefore, 

the Chinese government announced in June, 2010 

that not less than 20% has rotted during transpor-

tation or storage. This point is applied also for 

many agricultural companies.  

According to my field survey, the refrigera-

tion facilities of many agricultural companies are 

outdated, and a track and its container are also 

outdated. If this point is not improved from now 

on, the safety of the organically grown vegetables 

or the processed foods will be threatened. 

(3) Pollution control of water for agricultural use, 

and soil pollution prevention 

China water for agricultural use continues 

running short every year, and, moreover, its 

groundwater dependence is high [14]. In the ag-

ricultural area of the central part and a western 

part, suspension of water supply every day, and is 

lifting water with the pump from 200m of under-

ground. And a domestic waste, agricultural waste 

water, and also industrial waste water are pollut-

ing groundwater [15]. The influence by contami-

nation of human manure is especially great.  

The methods of preventing contamination of 

water for agricultural use are advancing the 

spread of flush toilets to rural society, forbidding 

human manure, and advancing purification of 

domestic waste or industrial effluent strictly. 

The cause of contamination of soil has clari-

fied. Agricultural chemicals use too much, a 
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chemical fertilizer uses too much, and it is lack of 

an organic fertilizer. According to my soil obser-

vation, the soil of the farmland in China is hard, 

there is little oxygen, there are few benign mi-

crobes, and there are many harmful bacteria. In 

order to solve this problem, you should adopt the 

method of continuing throwing the high manure 

of an organic matter into farmland by mixing 

farmland agriculture and livestock agriculture in 

the same area. 

(4) Prohibition of the PET bottle refrigeration 

under transportation and sale 

Since China’s area is large, the transportation 

distance of vegetables is long and they require 

time. In addition, the latest highway is congested 

with cars and, usually it takes three to four days 

from a place of production to consumer places. 

But, since there is no equipment of transportation 

system of refrigerated food instead, the present 

condition is the company's having cooled the PET 

bottles into which put water, having made it ice, 

and having put about ten of them on the bottom of 

the box of vegetables(see picture: photo by Taka-

hashi,2011at Guangzhou). This method delays 

modernization of equipment of transportation 

system of refrigerated food (so-called “cold chain 

system”), and deceives the weight of vegetables 

and food. Since PET bottles are under a box in 

many cases, nobody can discover it. 

Cooling of the vegetables by PET bottles in-

duces not only the problem that deceives weight 

but the humidity inside a track, and bacterial 

breeding, and there is a sanitary problem. It is 

necessary to strengthen the eye of the authorities' 

surveillance to such a method. Probably, the au-

thorities should forbid the ice of the PET bottle, if 

surveillance system is not made. 

ⅤⅤⅤⅤ. Conclusion 

Chinese agricultural industrialization is pro-

gressing with rapid vigor. The company not only 

treating agricultural-products production but pro-

cessing, storage, and sale was born.  

As a result, birth of agricultural companies 

continues and the centralization of farmland and 

farmer's enclosure by agricultural companies are 

progressing. Modernization of Chinese agricul-

ture progressed and improvement in productivity, 

improvement in the safety of agricultural products, 

and branding of agricultural products and proc-

essing goods progressed.  

However, agricultural companies have many 

problems which also arisen. There are many is-

sues which should be corrected. For example, 

they are construction of the normal relationship 

between companies and farmers, the improve-

ment of the market access of agricultural products, 

prevention of water and soil pollution, abolition of 

agricultural-products cooling on PET bottle ice, 

etc.  

We conducted the above macroscopic and 

micro analysis, and reached the conclusion that 

we could not conclude yet that the Chinese agri-

cultural industrialization policy was successful. 
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中国中国中国中国ののののエネルギーエネルギーエネルギーエネルギー需給需給需給需給のののの現状現状現状現状がががが示唆示唆示唆示唆するするするするエネルギーエネルギーエネルギーエネルギー問題問題問題問題

大澤正治大澤正治大澤正治大澤正治1

本年 2011年は中国が五ヶ年規画を見直し，

2011年から 2015年を対象期間とする第 12次

五ヶ年規画を決定する年である． 

2006年に策定した第11次五ヶ年規画 2では，

様々な省エネルギー政策を進め，GDP単位あ

たりのエネルギー消費量を 2010 年には 2006

年比 20％削減する目標が掲げられた． 

単位 GDP あたりのエネルギー消費量から

は，単位 GDP を生みだすためにどれほどの

エネルギーを必要とするのか知ることができ

る．経済が発展するにつれ，社会的インフラ

が整備，即ちストックが増大すると，さらに

整備しなければならないインフラへの投資は

減ってくるためにインフラ整備のために必要

とするエネルギーは減少する．この段階では

エネルギーはもっぱら，フローのために利用

されるが，省エネルギー技術の普及により，

フローのために利用する単位 GDP あたりエ

ネルギー必要量も減少する． 

このように，経済が発展すればするほど，

単位 GDP が必要とするエネルギーは少なく

なる．経済発展とともに省エネルギーは進む

といえる． 

第 11次五ヶ年規画の目標に対して，最新の

Natural Bureau Statistic of Chinaのデータによ

れば，中国では，2008 年度の GDP 単位あた

りエネルギー消費量は 2006 年の 81％に相当

している．2008 年現在，第 11 次五ヶ年規画

の目標が順調に達成されていることになる．

もっとも，2008年以降のさらなる経済発展が

このエネルギー消費水準のままで実現してい

るか新たなデータを待たなければ第 11 次五

ヶ年規画の評価はできない． 

もっとも，（図表 1）で中国，日本，韓国，

米国の GDP 単位あたりのエネルギー消費量

を比べると，確かに，中国において，経済の

発展を裏づける傾向を見せているが，まだ，

米国，日本，韓国のレベルには達していない

ことがいえる．その原因は，社会構造にとっ

て必要なエネルギー利用方法が効率的ではな

いと集約することができる． 

（図表 1） 各国の GDP 単位あたりのエネルギー資源消費量 

年 

国 
1980 1990 2000 2006 2007 

中 国 3.27 1.94 0.91 0.87 0.82 

日 本 0.12 0.10 0.11 0.10 0.10 

韓 国 0.33 0.32 0.37 0.31 0.31 

米 国 0.35 0.27 0.23 0.21 0.20 

［単位］石油換算トン／千米ドル，2000 年価格 

（注）エネルギー資源消費量は Total Primary Energy Supply 値をとっている． 

資料：OECD Energy Balance 

論文 
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本稿では，主として 2009年版 OECD エネ

ルギー統計，エネルギーバランスのデータに

基づき中国のエネルギー需給の現状（2007

年）を分析し，第 12次五ヶ年規画に盛り込ま

れる課題を探りながら，中国のエネルギー需

給及び政策を考察する． 

 とくに，著しい経済発展の結果，世界にお

ける中国の影響力が拡大している背景を受け，

中国国内の需給とともに中国のエネルギー需

給が世界に与える影響に焦点をあてる． 

ⅠⅠⅠⅠ．．．．中国中国中国中国エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー需給規模需給規模需給規模需給規模ととととバランスバランスバランスバランスのののの評評評評

価価価価

一般的に，エネルギー供給のためには国産

のエネルギー資源を用いる場合と輸入による

エネルギー資源を用いる場合があり，海外エ

ネルギー需要のために供するエネルギー輸出

を差し引いてエネルギー供給（TPES：Total 

Primary Energy Supply）量としてデータを集計

している．TPES は主として石油，石炭，天

然ガスなど一次エネルギー資源ベースの供給

量である．この一次エネルギー資源を電力，

都市ガス，石油製品のように加工してエネル

ギー消費していることになる．このエネルギ

ー資源の消費量のうち，実際に利用している

消費量を集計したデータをエネルギー需要量

（TFC：Total Final Consumption）とよんでい

る．TPESと TFCは一致しない． 

 TPES のうち，エネルギーロスなどを排除

し，実際に利用されたエネルギー量が TFCと

理解することができる．一般的に，省エネル

ギーとは，TFC そのものを削減する場合と

TFC／TPES 比率を上げる場合を総称してい

る．経済を維持しながら実現する省エネルギ

ーは後者である． 

 （図表 2）に各国の TFC／TPES比率を示し

た．TFC／TPES比率は，エネルギーロスを削

減すれば，つまり，省エネルギーが進行すれ

ば上昇するはずである．しかしながら，電気

エネルギー利用が普及すれば，そのエネルギ

ー効率の低さが影響して，TFC／TPES比率は

低下する．後述するが，中国では，これまで，

石炭を加工せずに直接利用してきたが，その

エネルギー需要が電力へシフトすれば，当然，

TFC／TPES比率は低下する． 

 TFC／TPES比率を各国間で比較すると，ま

だ，中国においては，経済発展を維持しなが

ら，エネルギー効率は改善する余地があると

いえる． 

（図表 2） 各国の TFC／TPES 比率 

年 

国 
1973 1980 1990 2000 2006 2007 

中 国 85.9％ 82.2％ 76.8％ 70.2％ 63.3％ 63.8％ 

日 本 73.0％ 67.3％ 68.5％ 66.5％ 66.6％ 66.5％ 

韓 国 81.2％ 75.9％ 69.7％ 68.6％ 66.4％ 64.6％ 

米 国 76.0％ 72.7％ 67.5％ 67.7％ 68.2％ 69.1％ 

資料 OECD Energy Balance 

エネルギーについて考える場合は，TFCは

人間が必要とする量であり，TPESはそのTFC

を賄うために，技術の要素が加味して理解す

る量と考えることができる．また，TFCは国

の内需を表現しているのに対して，TPES は

エネルギー貿易という海外との関係による影

響を受ける量であるとみることもできる． 

 中国におけるエネルギー需給規模を評価す

るにあたって，国単位のエネルギー量に注目

する場合と国民一人あたりのエネルギー量に
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注目する場合がある．前者は世界におけるエ

ネルギー資源の配分に焦点をあてる場合に重

要となり，国の消費水準に焦点をあてる場合

は後者が重要となる．前者は，後者に人口動

向を加味している．将来のエネルギー需給規

模を見通すには，エネルギー消費と経済発展

の度合から後者の見通しをえて，人口を加味

する方法が一般的である． 

 （図表 3）によれば，2007年中国では，一

人あたり TPES は，年々増加しており，1.48

石油換算トン／年である．この値は，韓国の

1980年レベルであり，わが国では所得倍増計

画による高度成長をとげた 1960 年代半ばの

レベルである．日本は 2000年以降，一人あた

り TPES の伸びはとどまっているのに対して，

中国そして韓国ではまだ伸びている状況にあ

る．中国そして韓国では，エネルギー需要の

伸びに対応する供給力の増強がエネルギー問

題の重要課題となるのに対して，中国，韓国

の隣国である日本は需要が頭打ちになってい

るため，インフラについて，ストック型と言

うべき増強のエネルギー問題ではなくインフ

ラ利用の効率性を高めるフロー型のエネルギ

ー問題，あるいは，エネルギー需要の伸びに

あわせて建設されたインフラが経年している

ことから，スクラップし，更新する必要が生

じており，その合理的な新しい追加ストック

型のエネルギー問題が重要となる． 

（図表 3） 一人あたり TPES 

単位：石油換算トン/人 

資料： OECD Energy Balance 

中国のエネルギー需給は，TFCベースで世

界の 15％を占めている（図表 4 参照）．中国

の人口が世界の 20％を占めている現状を考

慮すると，中国の一人あたりのエネルギー需

給規模の増加傾向が続き，一方，日本など先

進国の一人あたりのエネルギー需給規模が伸

び悩むことを考え合わせると，中国のトータ

ルのエネルギー需給量の比率は高まり，世界

のエネルギー資源配分に与える影響はさらに

大きくなる．この懸念は中国だけではなく，

他の BRICs 諸国にも言えることで，現在，

BRICsの人口は世界の約 4割であり，エネル

ギーの比率は 3割程度であるが，将来，この

比率が上昇し，これらの国々のエネルギー供

給問題が世界全体で考えなければならないこ

とが予想される． 
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（図表 4） 世界における比率 

（図表 5） BRICs の経済・エネルギー推移 

資料： OECD Energy Balance 

ⅡⅡⅡⅡ．．．．中国中国中国中国エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー需給別分析需給別分析需給別分析需給別分析とととと課題課題課題課題

中国におけるエネルギー需給の内訳を（図

表 6）に示す． 

 最初に，供給サイドについて検討する．中

国は，石炭，石油など化石エネルギー資源の

賦存量が国ベースでみれば，豊富な国である

が，需要の拡大に対して，供給体制が整備さ

れず，現在，12％を輸入に依存している．今

後，エネルギー需要が増加するにつれ，輸入

依存率も高まるとみられており，世界のエネ

ルギー資源配分に影響を及ぼすものと考えら

れる． 

先進国はエネルギー資源配分において中国

などの影響力を緩和する市場対策をとるとと

もに，中国国内の供給整備に対して支援する

ことが望まれる． 

 中国におけるエネルギー供給は，石油が約

2 割，石炭が約 7 割であり，地球温暖化へ影

響する化石エネルギーのトータルは約 9割に

達している．中国では，化石エネルギー比率

を低下させるために，原子力，自然エネルギ

ーの開発を急いでいるが，化石エネルギーに

おける構成比率にも注目すべきである．国内

に豊富に賦存している石炭への依存度が高い

が，石炭は化石エネルギー資源の中でもエネ

ルギー熱量単位あたり最もCO2を排出するこ

と，昨今では，採炭技術，経済性両面から国

資料： OECD Energy Balance， 

 2010データブックオブザワールド 

［経済］2000年価格・購買力平価GDP， 

（ ）：2000年価格GDP・為替換算 

169



ICCS Journal of Modern Chinese Studies Vol.4 (1) 2011 

 

内石炭の供給体制が整わず，輸入し始めたこ

となど今後，化石エネルギー構成比率は変化

することが推察される．とくに，世界各国の

化石エネルギー利用構成と比べて低く，かつ

産業用に偏っている天然ガスの利用を中国が

どのように考えるのかが注目される（図表 7

参照）． 

この変化へ対応するためには，供給及び流

通インフラの整備をはかるとともに，エネル

ギー料金への影響に留意する必要がある． 

 一方，中国が化石エネルギー代替として期

待している原子力については，核不拡散条約

など外交上の調整をはかるとともに，使用済

燃料の再利用の課題への取り組みが必要とな

る． 

（図表 6） 中国のエネルギー需給（2007 年） 

資料： OECD Energy Balance 

（図表 7） 天然ガスの利用（2007 年） 

資料：OECD Energy Balance 

中国における今後のエネルギー供給に係わ

る最大の課題は，資源調達とインフラ整備で

ある．ともに，その進展は需給の安定的バラ

ンス，エネルギー価格の安定化及び環境負荷

へ大きな影響を及ぼす． 

 中国の多量の資源調達は世界のエネルギー

配分及びエネルギー市場に直接的影響を及ぼ

し，エネルギー資源価格にも影響を及ぼす． 

 インフラ整備は，供給インフラだけではな

く流通インフラも整備が必要となる．流通イ
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ンフラについては，資源の輸送と消費者が利

用しやすいように加工された電力，都市ガス，

石油製品の輸送の合理的な組み合わせを検討

することが大切で，供給サイドのみならず，

需要サイドのニーズとの整合が重要となって

くる．また，量的にも価格的にも供給の安定

性をえるために，資源を輸入するのか，供給

整備のために他国に投資し，加工されたエネ

ルギーを輸入するのかエネルギー外交の側面

で考えなければならない課題もある．この課

題では中国にとっての輸入の他，周辺国へ輸

出する合理性にも配慮する必要がある． 

 中国のエネルギー供給にとって最大の課題

である資源調達とインフラ整備を進めるにあ

たって，前提として重要となる課題は，各エ

ネルギー資源をどのように組み合わせるのか

の総合的エネルギー供給の観点からエネルギ

ーの多様化をはかることである． 

 総合エネルギー効率を高め，エネルギー価

格の安定化を実現し，さらに環境負荷を低減

するエネルギーの多様化が望まれる． 

 従来，中国においては，エネルギー資源別

のエネルギー政策が先行していたが，今後は，

その総合化の重要性が増すと推察する． 

 中国において調達されたエネルギー資源は，

（図表 6）に示すとおり，原油・石油製品 25％，

電力 18％，都市ガス 4％の割合で加工され消

費されている．このようにエネルギー資源を

加工して利用する率は日本では 90％に達し

ているが，中国は低い．（図表 6）で示されて

いる，その他 53％の過半は石炭であり，石炭

を加工しないで直接，利用していることにな

る．加工しないでエネルギーを利用すること

は効率が良い利用方法であるが，環境に対す

る石炭の不利さがもたらす課題が指摘される．

電力を消費している比率，即ち電力化率 18％

は日本，韓国，あるいは台湾に比べて低い（図

表 8参照）．一人あたりの電力消費量は日本の

1／4程度である． 

 一般的に，電力化率は，経済発展とともに

向上するといわれている．即ち，電気エネル

ギーの使いやすさ，多様性から，経済発展と

ともに電力消費量は増える． 

 中国でも，（図表 9）に示すとおり，一人あ

たりの電力消費量は増加傾向にあり，一人あ

たりの TPESの増加率よりもはるかに高い． 

（図表 8） 電力化率（2007 年） 

資料：OECD Energy Balance 

（図表 9） 一人あたり電力消費量 

単位：kWh 

資料：OECD Energy Balance 
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今後，さらに増大すると見込まれる電力需

要に対して，どのようなエネルギー供給ソー

スを求めるか，環境負荷の小さな原子力の選

択も含め重要となる． 

 （図表 10）に，中国，日本，韓国及び米国

の発電のためにエネルギー供給ソース構成を

示す．電源の多様性及び分散化は日本が最も

明確である．中国における石炭依存度の高さ

が際立っている． 

 量的にも価格的にも安定化を実現する電源

のベストミックスが望まれるが，中国国内だ

けではなく隣接国の電力化率向上も視野に入

れ，発電設備と送電網整備とのバランスのと

れたインフラ投資の検討が望まれる． 

（図表 10） 各国の発電のためのエネルギー供給ソース構成（2007 年） 

発電のために投入される資源比率（カロリーベース） 

国名 

1 人あたり 

電力消費量 

（kWh） 石炭 
原油 

石油製品 
天然ガス 原子力 水力 その他 

発電 

効率 

中 国 2328 90％ 1％ 1％ 2％ 6％ 0％ 37.9％ 

日 本 8475 28％ 13％ 23％ 30％ 3％ 3％ 41.8％ 

韓 国 8502 40％ 5％ 12％ 43％ 0％ 0％ 38.5％ 

米 国 13616 54％ 2％ 15％ 24％ 2％ 3％ 38.3％ 

資料：OECD Energy Balance 

中国国内では，現在，電力送電網を 5つの

グリッドにわけ管理，運用を行なっている．

今後，電力需給の安定化をはかるために，エ

ネルギー需給の地域間格差をふまえ，これら

の 5つのグリッド間の電力融通をはかること

が重要となる．まだ，中国国内の電力流通網

を整備する余地が残されている． 

一方，中国におけるエネルギー需要につい

て，（図表 6）をみると，産業部門 46％，運輸

部門 11％，民生他 43％である．この比率を日

本，韓国及び米国と比較してみると，（図表

12）のとおりである． 

 中国における産業部門の比率の高さが際立

っている．産業部門におけるエネルギー需要

は，産業構造の変化，省エネルギー技術の導

入によって削減される可能性があり，産業部

門に対するエネルギー政策が鍵となってくる． 

中国では，産業部門のエネルギー消費が高

い分，運輸部門のエネルギー消費割合が低い．

一般的にエネルギー需要の増加には跛行性が

認められており 3，産業部門が先行するが，

さらに，中国の国土の広さ，所得向上により

国民の移動の機会が多くなることを考え合わ

せると，今後，中国における輸送部門のエネ

ルギー消費が増大することが必至であり，中

国における交通網の整備とともに運輸部門に

対するエネルギー政策が重要となってくる． 

 また，中国の民生部門のエネルギー消費に

ついては，固有の課題がある．中国では，他

国に比べて民生部門における石炭消費比率が

高い．経済発展とともに，さらに民生部門に

おける一人あたり電力消費量は増加すると考

えられるが，環境負荷も念頭におき，民生部

門における石炭消費を削減し，かつ増加する

エネルギー消費への電力供給力確保が課題と

なる．
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（図表 11） 中国の省別エネルギー需給状況 

（図表 12）中日韓米のエネルギー需要構成比較（2007 年） 

産業部門 運輸部門 民生他 

中 国 46％ 11％ 43％ 

日 本 29％ 24％ 47％ 

韓 国 28％ 21％ 51％ 

米 国 18％ 40％ 42％ 

 中国においては，以上の需要サイドの課題

の他，エネルギー問題が深刻化する所得格差

及び地域格差に及ぼす影響に対処する重要な

課題を忘れるわけにはいかない．この対処の

ためには，エネルギー流通の整備とともにエ

ネルギー小売市場の整備及び価格に関する政

策が期待される． 

 さらに，エネルギー需給規模が拡大する一

方，省エネルギーをどのように進めるべきか，

これも中国固有な課題である．所得格差の是

正という政策課題を念頭におきながら，省エ

ネルギーの重点を政策的に定めることが重要

となる． 

ⅢⅢⅢⅢ．．．．中国中国中国中国エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー貿易貿易貿易貿易をふまえたをふまえたをふまえたをふまえた中国中国中国中国ののののエエエエ

ネルギーネルギーネルギーネルギーにににに関関関関するするするする国際的論議国際的論議国際的論議国際的論議

中国におけるエネルギー資源自給率が変化

資料：榧根勇編『中国の環境問題』日本評論社『和諧社会をめざす中国のエネルギー政策』P.218 

資料：OECD Energy Balance 
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を見せはじめたのは 1990年代前半である．そ

れまで，中国エネルギー輸出の主力であった

石油の自給率が 100％を切り，今では 50％も

割る状況である． 

中国にとって，海外諸国をエネルギー資源

の輸出国としてではなく，輸入国としてその

関係を求める時代に突入している． 

 （図表 13）から化石エネルギー資源別の貿

易の現状を知ることができる． 

（図表 13） 中国の化石エネルギー資源貿易（2007） 

資料：OECD Energy Balance 

(図表 14) 世界の石炭確認可採埋蔵量（2008 年末） 

確認可採埋蔵量 

（百万トン） 

世界におけるシェア 

（％） 

可採年数 

（年） 

中 国 114.500 13.9 41 

米 国 238.308 28.6 224 

ロシア 157.010 19.0 481 

オーストラリア 76.200 9.2 190 

インド 58.600 7.1 114 

カザフスタン 31.300 3.8 273 

パキスタン 2070 0.3 496 

インドネシア 4328 0.5 19 

日 本 355 － 289 

ウクライナ 33.878 4.1 438 

資料：BP Statistic Review of World energy 2009 

今や，米国，ロシアに次ぐ世界第 3位の石

炭埋蔵量を誇る中国であるが，将来にわたる

可採年数は極端に少なく，現在では，オース

トラリア，あるいは隣国モンゴルからの輸入

を始める状況になっている． 

もっとも，エネルギー貿易については，需

要と供給の関係からだけでは成立しない．そ

れぞれの資源の性状によって輸送及び在庫調
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整方法が異なり，貿易には大きな制約となっ

ている．エネルギー貿易はこのような輸送制

約が強いこともあり，エネルギー貿易には各

国の外交政治の影響を受ける特徴がある． 

 化石エネルギー資源の中では，固体の石炭

が陸上，海上輸送も容易で，最も輸送制約が

少ない．もっとも，産炭地へのアクセスのた

めに輸送ルートの開発から始めなければなら

ないケースも多く，他の財に比べて重量的に

みても容易な輸送ではない．次に，石油は液

体であるために，タンカーなど密閉性の高い

輸送媒体が必要となる．さらに，気体である

天然ガスはさらに，密閉性の高い輸送が求め

られる．一般的に，パイプライン輸送か，冷

却，液化してタンカー輸送する．いずれにし

ても，最も事前のインフラ整備，そのための

投資を必要とする． 

 中国において天然ガス需要が少ない理由は，

天然ガスを利用するためのインフラとともに，

輸入するための輸送インフラを現在，整備し

ているためである． 

 中国に接しているロシア，中央アジア諸国

の天然ガス賦存量（図表 15参照）を考慮する

ならば，今後，天然ガス輸送インフラの整備

が進むにつれ，点値ガスの輸入が増え，中国

の化石エネルギー需要の構造的変化が潜在性

が高いと推察する．今後の中国エネルギー問

題として，天然ガス利用が重要な鍵である． 

2011年 1月 6日読売新聞は，現在，中国で

は，石油や天然ガスの陸海主要 4ルートの確

立を進めていることを報じている． 

 天然ガスについては，トルクメニスタンと

新疆ウイグル自治区コルガスを結ぶパイプラ

イン，石油についてはロシア東シベリア・ス

コボロジノと黒竜江省大慶を結ぶパイプライ

ンで今年中に完工する．また，中東の石油及

び天然ガスをマラッカ海峡を経由する海上ル

ートに代替するミャンマー・シットウェから

重慶への石油パイプライン，広西チワン族自

治区貴港を結ぶ天然ガス・パイプライン計画

が進んでいる． 

 中国から国境を越えるこれらのエネルギー

輸送ネットワークの増強が中国の他，周辺国

のエネルギー事情ばかりか経済，政治を大き

く変貌させる．

（図表 15） 中国周辺国の天然ガス埋蔵 

国 
確認可採埋蔵量 

（石油換算十億トン） 

世界に占めるシェア 

（％） 

可採年数 

（年） 

中 国 2.3 1.3 32.3 

ロシア 39.8 23.4 72.0 

カザフスタン 1.7 1.0 60.3 

トルクメニスタン 7.3 4.3 ＞100 

ウクライナ 0.8 0.5 49.2 

ウズベキスタン 1.5 0.9 25.4 

パキスタン 0.8 0.5 22.7 

バングラディシュ 0.3 0.2 21.4 

インド 1.0 0.6 35.6 

ミャンマー 0.5 0.3 39.9 

マレーシア 2.2 1.3 32.3 

インドネシア 2.9 1.7 45.7 

タ イ 0.3 0.2 10.5 

ベトナム 0.5 0.3 70.1 

資料：BP Statistic Review of World energy 2009 
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（図表 16）中国のエネルギー資源の調達ルート 

もっとも，エネルギーの場合，資源を輸送

するか，資源を加工して石油製品，電力を輸

送するかの選択がある． 

 （図表 17）をみると，石油製品の国内供給

に対して，中国は他のアジア主要国に比べて

消費地精製主義を強く志向しているが，中国

国内の精製能力の限界も伝えられている．原

油の輸入拡大とともに，近隣のアジア諸国と

の石油製品の貿易に目を向けることも重要で

ある．日本などエネルギー需要の伸びが頭打

ちになっている国々では，精製能力に余剰が

生じている状況を輸送効率を考慮しながら，

東アジアというリージョンで検討することの

重要性が増している． 

（図表 17） 原油・石油製品バランス（2007 年） 

資料： OECD Energy Balance 

石油精製基地をアジアのどこに置くのかの

検討は，輸送ネットワークの検討とともに中

国だけではなく，周辺国のエネルギー需給対

策の協調効果を高める． 

資料：2011.1.6 読売新聞 
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 中国が国境を接する国とつないでいる国際

電力連携はロシアとの間だけであり，現在，

ラオスの水力発電を利用するために新たな連

携線を建設しているところである． 

 中国が隣接する諸国と資源ベースのネット

ワークを連結すること，電力連携線を連結す

る功罪について慎重に検討すべきである．資

源の利用方法を考慮するとともに，資源は一

方的に供給されると思われるが，電力は需給

バランスによって双方向に流れ，両国のエネ

ルギー需要に対して有効な供給力と考えられ

る． 

 いずれにしても，輸送インフラへの投資は，

長期的な視点から，経済，政治を見据える外

交課題としてとらえることが重要である． 

中国の周辺国は豊富なエネルギー資源をか

かえた輸出国の他，多くの国々はエネルギー

自給率が高い国であるが，これらの国々はい

まだ化石エネルギー依存度の低い国である．

これらの国々の実態は，非商業エネルギーに

依存している率が高いことに結びついている

のであって，今後，経済の発展とともに，市

場性の高い化石エネルギーを利用し始めると

考えられる．その時，化石エネルギーをどの

ように資源国から輸入するのかの課題が表面

化する． 

 現在の中国におけるエネルギー輸送ネット

ワークの強化は，周辺国が取り組まなければ

ならないその将来時点の課題を先取りして検

討することが中国国境の安定化のためにも重

要なこととなる． 

（図表 18） 中国と周辺国のエネルギー需給 
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中国は，隣国に対して，今後，発電インフ

ラとともに流通インフラの整備計画を積極的

に協議すると思われる． 

 なお，発電インフラについて注意すべきこ

とは，中国の周辺国において原子力発電導入

計画をもっている国が多いことである．2010

年 10月の日越首脳会議で，ベトナム側はロシ

アへの発注に続いて日本企業に対して，ニン

トアン省の原子力発電プロジェクトを発注す

ることを明らかにした．また，日本はカザフ

スタンと原子力協定を 2010年 3月に締結し，

カザフスタンの原子力開発支援に対する積極

的な姿勢を示した． 

 これらの原子力新興国の他，中国は，世界

の核不拡散上，大きな問題となっているがイ

ンド，パキスタンなどと国境を接している． 

 中国の原子力開発が周辺国へ与える影響は

大きいことも中国のエネルギー問題を考える

際に忘れてはならないことである． 

 2005年時点で，中国のエネルギー消費量と

中国と国境を隔てる国々のエネルギー消費量

の合計はほぼ等しい．また，これらの国々の

一人あたりのエネルギー消費量は中国以下で

ある．これらの国々が円滑に発展するために

も，中国のエネルギー対策が周辺へ及ぼす影

響は大きい．

（図表 19） 中国と周辺諸国のエネルギー消費量（2005 年） 

資料：国連統計 

日本においても，中国のエネルギー問題を

検討するとき，中国国内の状況だけではなく，

中国がどのようにエネルギー外交を進めてい

くのか，あるいは中国と日本の国境をどのよ

うにとらえるべきか慎重に分析する必要があ

る． 

ⅣⅣⅣⅣ．．．．中国中国中国中国ののののエネルギーエネルギーエネルギーエネルギー問題問題問題問題へのへのへのへの視点視点視点視点

最後に，中国のエネルギー問題の将来の行

方について私的に占ってみる． 

 これまで述べてきたことを総合的に考え合

わせると，中国のエネルギー問題の今後につ

いて，焦点をあてるべきポイントは以下のと

おりと考える． 

・エネルギー消費原単位の推移 

・量から質への転換 

・タテわりのエネルギー供給からの脱却 

・原子力政策の行方 

・都市部におけるエネルギー需給 
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・非都市部におけるエネルギー需給 

・エネルギー価格政策の課題 

・エネルギー外交の効果 

また，中国がエネルギー問題に取り組むた

めに重要なことは，以下の 8つのバランスを

とることではないかと集約する． 

・供給と需要のバランス 

・エネルギー需要と経済発展のバランス 

・エネルギー需要地域間のバランス 

・エネルギー需要部門間のバランス 

・エネルギー各資源利用のバランス 

・エネルギーと環境保全のバランス 

・国内外のバランス 

・規制と市場のバランス 

脚注脚注脚注脚注＊＊＊＊

1
 愛知大学経済学部教授．  

2
 大澤正治「第 11次五ヶ年規画にみる中国エネ

ルギー問題の展望」『愛知大学経済論集』第

172号，2006年，pp.109～135参照いただきた

い． 

3
 室田泰弘『エネルギーの経済学』日本経済新

聞社（昭和 59年）は，トランス・ログ型費用

関係を用いた需要部門のエネルギーの弾力性

についての分析について詳しい． 

＊参考参考参考参考文献文献文献文献

［1］大澤正治「和諧社会をめざすエネルギー政

策」榧根勇編『中国の環境問題』日本評論

社，2008年，pp.214～229 

［2］大澤正治「第 11次五ヵ年規画にみる中国

エネルギー問題の展望」『愛知大学経済論

集』第 172号，2006年，pp.109～135 

［3］室田泰弘『エネルギーの経済学』日本経済

新聞社，1984年 

［4］国際貿易投資研究所監修『中国のエネルギ

ー産業』重化学工業通信社，2005年 

［5］倪春春『中国の最新電力事情』日本エネル

ギー経済研究所産業ユニット，2006年 
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日本産農産物日本産農産物日本産農産物日本産農産物のののの対中国対中国対中国対中国・・・・台湾輸出台湾輸出台湾輸出台湾輸出におけるにおけるにおけるにおける輸出主体輸出主体輸出主体輸出主体のののの制度的対応制度的対応制度的対応制度的対応

佐藤敦信佐藤敦信佐藤敦信佐藤敦信 1

要旨要旨要旨要旨

日本産農産物の輸出先として台湾市場は重要であるものの，①同市場でも安全性に対す

る関心が高いこと，②多国間競争が激化していることから安定的に高品質農産物を輸出す

る必要がある．そして，このことは植物検疫基準の安定的なクリアなしでは達成できない．

さらに，対台湾果実輸出にみられるように，他国産が品質面に課題を残していることから

植物検疫基準が改定され，日本国内の産地組織をはじめとする輸出主体では輸出にかかる

負担が今後さらに大きくなると考えられる．これまで各輸出主体では，日本産農産物は高

品質であることから植物検疫基準についてはクリアできることを前提として輸出戦略が構

築されてきたが，今後は輸出用農産物の品質を高めていくことがさらに重要になる．それ

と同時に，輸出主体は輸出先市場での社会的慣習に基づく大きな需要を掴む輸出戦略を構

築する必要もある．これは，春節や中秋節の時期には果実などの日本産農産物の需要が特

に高まるためである． 

さらに，対台湾輸出に着手している産地組織の一部は新たに対中国輸出にも着手してい

ることから，この 2 つの取組みの必要性・効果は中台両地域で連動すると捉えられる．つ

まり，日本産農産物の対中国・台湾輸出は植物検疫と輸出先の社会的慣習の 2 つの制度に

よって影響を受け，これらの制度にいかに対応するかが輸出拡大を図る上で重要な要因に

なる．制度論的ミクロ・マクロ・ループの枠組みに基づくと，輸出主体の取組みが制度へ

対応したものであるか否かによって，中国・台湾市場における各輸出主体のシェアは大き

く変動し，その変動は両者の相互関係に再び影響を与えることが想定される．  

キーワードキーワードキーワードキーワード：：：：日本産農産物の輸出，制度的対応，植物検疫，社会的慣習 

ⅠⅠⅠⅠ．．．．はじめにはじめにはじめにはじめに

攻めの農政への転換以降，日本産農産物の

輸出に対する気運は全国的に高まった．しか

し，輸出量が増加している品目・地域は依然

として一部に留まっている．なぜなら，日本

産農産物は他国産と比較して高価格であると

いう特徴を有していることから，輸出先も高

価格品を購入できる高所得者層が多く存在す

ると考えられる経済発展地域になるためであ

る．このような輸出先地域として，農政転換

以前は米国が大きなシェアを維持していたが，

近年では米国はその規模を堅持しつつも新た

に東アジア地域，特に中国や台湾 2 の規模が

拡大している．中国や台湾への農産物輸出の

継続・拡大を図る上で，日本国内の産地にと

って課題となるのが，植物検疫基準の安定的

クリア（自産地の輸出用農産物のさらなる高

品質化）や，輸出先地域の社会的慣習への合

致，すなわち，どのように輸出先地域の制度
3へ対応するかという点である．それぞれの制

度への対応について検討しなければならない

要因は以下のとおりである． 

論文
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まず，植物検疫制度については，日本が中

国などの対日輸出地域に対し輸入禁止措置を

発動し輸入検疫条件 4 を課している一方で，

日本産農産物の輸出先地域も同様の措置を講

じているためである．上記のような経済発展

地域である輸出先では，輸入農産物の安全性

に対する関心が高い．特に大規模な輸出先市

場へと成長した中国や台湾では，より安全・

高品質な農産物を輸入するため，輸入検疫基

準を改定し自地域へ輸出されている一部の農

産物に対して輸入検疫条件を付加する，とい

った対応をしている．その結果，高品質であ

ることを前提として国内販売用と同様の品質

管理で生産された農産物を輸出するという従

来の輸出では，改定された輸入検疫基準をク

リアすることができないという事態が生じて

いる．  

次に，輸出先地域の社会的慣習については，

日本産農産物，特に果実などは高級嗜好品と

いう特性をもっており，さらに中国や台湾で

は中秋節や春節など高級嗜好品の需要が高ま

る時期が存在するためである．また，日本国

内において，農産物を輸出している産地が増

加したことにより，新たに着手する輸出主体
5も増加し，その結果，各輸出主体は販路を確

保するために独自の輸出戦略を構築すること

が必要になっている．それと同時に，輸出先

地域においては多国間競争が激化している．

日本は激化する多国間競争の中で市場シェア

を維持・拡大していかなければならない．そ

のため，競争が激化する状況下で，日本産農

産物の輸出が継続・拡大できるか否かについ

ては，社会的慣習への対応という側面からも

検討する必要があろう． 

日本産農産物の新たな販路の確保は，今後，

日本国内の生産者や輸出主体の経営維持につ

いて検討する上で不可欠の要素となる．そし

て，安定的な日本産農産物の輸出継続・拡大

を図るためには，上記の制度に対応した取組

みが各輸出主体に求められると考えられる 6． 

日本産農産物の輸出に関する先行研究は，

攻めの農政への転換以降，蓄積されつつある．

特に，佐藤［5］や中村［8］では，対台湾果

実輸出について，輸出用の品質管理システム

の構築など，日本国内の産地における輸出先

地域の輸入検疫基準への対応が重要であるこ

とについて言及している．また，対中国輸出

に関する研究としては，成田［9］や成田・黄

［10］などが挙げられ，対中国果実輸出主体

による輸出拡大のためのマーケティング戦略

や，中国における消費者の購買行動などが明

らかにされている． 

本稿では，先行研究を踏まえた上で，日本

産農産物の主な輸出先地域において輸入検疫

基準が改定されていることから，徐々に日本

国内における輸出主体の制度的対応に関する

取組みが重要になっていく輸出構造について

制度論的ミクロ・マクロ・ループを援用する

ことで検討したい．検討するにあたり，これ

まで拡大してきた対中国輸出・対台湾輸出を

事例として，植物検疫制度と社会的慣習への

輸出主体の対応に関する課題について整理す

る． 

ⅡⅡⅡⅡ．．．．輸出先輸出先輸出先輸出先としてのとしてのとしてのとしての東東東東アジアアジアアジアアジア地域地域地域地域のののの拡大拡大拡大拡大

1．．．．急成長急成長急成長急成長をををを遂遂遂遂げたげたげたげた中国中国中国中国・・・・台湾市場台湾市場台湾市場台湾市場

まず，近年における日本の食料品と，その

中でもとりわけ農産物の主な輸出先市場の変

遷について，財務省「貿易統計」等から整理

する． 

表1は1980年代からの日本の食料品の輸出

金額について東アジア地域への輸出のうち中

国と台湾が占める比率について表したもので

ある．この表から，日本の食料品の輸出先市

場として特に東アジア地域が急成長している

ことが分かる．対東アジア輸出金額は 1980

年の 1,115.2億円から，2009年は 2,432.1億円

へと増加し，総輸出金額に占める東アジア地

域の比率も 1980 年の 31.0％から 2009 年の

66.5％へと拡大している．さらに，2009年の

東アジア域内の各地域への輸出金額をみると，

1980年と比較して中国は 3.0億円（対東アジ

ア輸出金額の 0.3％）から 368.5 億円（同

15.2％）へと，台湾は 165.1億円（同 14.8％）

から 515.9 億円（同 21.2％）へと増加してい

る．このことから，加工食品も含めた食料品

をみると東アジア地域，特に中国と台湾への
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輸出拡大が顕著であり，両地域が対東アジア

輸出の拡大を牽引していることが分かる． 

表1 日本の食料品輸出金額の推移 

単位：億円，％

  総輸出金額

東アジア

中国 台湾

1980 3,592.2 1,115.2(31.0) 3.0 (0.3) 165.1(14.8)

1985 3,147.5 1,053.6(33.4) 48.0 (4.6) 292.3(27.7)

1990 2,372.0 1,324.2(55.8) 37.2 (2.8) 412.4(31.2)

1995 2,002.0 1,343.4(67.1) 88.5 (6.6) 325.9(24.3)

2000 2,267.7 1,425.1(62.9) 150.4(10.5) 380.5(26.7)

2006 3,580.1 2,460.0(68.7) 493.9(20.1) 565.0(23.0)

2007 4,171.0 2,867.2(68.8) 462.6(16.2) 636.8(22.2)

2008 4,033.2 2,679.8(66.4) 341.1(12.7) 591.0(22.1)

2009 3,655.5 2,432.1(66.5) 368.5(15.2) 515.9(21.2)

資料：財務省「外国貿易概況」より作成．

注4：中国と台湾における括弧内の数値は対東アジア輸出

  金額に占める比率である．

注5：INTERNATIONAL MONETARY FUND「 International

 Financial Statistics YEARBOOK」によると，各年の

  対米ドル為替レート（平均）は，2000年よりそれぞれ

  1ドル＝107.77円，116.30円，117.75円，103.36円，

  93.6円となっている．

注1 ：表の数値は「外国貿易概況」における「食料品」の

  数値である．

年次

注2：表中の東アジアの数値は，中国，台湾，香港，韓国，

　 　 ASEANを合算したものである．なお，ASEAN加盟国

  のうちベトナムは1995年，ミャンマーとラオスは

  1997年，カンボジアは1999年にそれぞれ加盟して

  いるが，各年とも現加盟国10ヶ国の合計輸出金額

  となっている．

注3：東アジアにおける括弧内の数値は総輸出金額に占める

  比率である．

表 2は，食料品の中でも農産物（果実及び

野菜）に限定した上で中国と台湾への輸出金

額の推移を表したものである．日本産農産物

の総輸出金額をみると，2000年の 104.2億円

から 2007 年は 234.5 億円へと増加している．

それと同時に，対東アジア輸出も57.8億円（総

輸出金額の55.5％）から175.4億円（同74.8％）

へと輸出金額・比率ともに増加傾向にある．

さらに，東アジア域内の各地域への輸出金額

をみると，食料品と比較してさらに主な輸出

先地域が顕著に表れている．すなわち対台湾

輸出の拡大である．東アジア域内の対中国・

台湾輸出金額をみると，2000年が中国 2.3億

円，台湾 21.9億円であるのに対し，2007年は

中国11.3億円，台湾124.3億円となっており，

対台湾輸出は急速に拡大していると言えよう． 

これらのことから攻めの農政転換以前と比

較すると，輸出先としての台湾市場の重要性

は高くなってきたと言える．しかし，円高基

調の影響もあり，近年の輸出金額は食料品・

農産物ともに減少している． 

表2 日本の農産物輸出金額の推移 

単位：億円，％ 

 総輸出金額

東アジア

中国 台湾

2000 104.2 57.8(55.5) 2.3 (4.0) 21.9(37.9)

2001 107.0 60.0(56.1) 2.9 (4.8) 27.0(45.0)

2002 141.9 92.6(65.2) 5.3 (5.7) 60.4(65.2)

2003 148.8 100.7(67.7) 7.5 (7.4) 70.0(69.5)

2004 142.6 89.8(57.9) 8.3 (9.2) 57.1(60.2)

2005 184.1 129.5(70.4) 12.7 (9.8) 87.4(67.5)

2006 193.1 138.4(71.6) 11.3 (8.2) 94.1(68.0)

2007 234.5 175.4(74.8) 11.3 (6.4) 124.3(70.9)

2008 229.9 168.7(73.4) 12.4 (7.4) 112.5(66.7)

2009 186.5 135.0(72.3) 10.0 (7.4) 85.7(63.5)

資料：財務省「貿易統計」より作成．

年次

注5：INTERNATIONAL MONETARY FUND

「 International Financial Statistics YEARBOOK」

によると，各年の対米ドル為替レート（平均）

  は，2000年よりそれぞれ1ドル＝107.77円，

  121.53円，125.39円，115.93円，108.19円，

  110.22円，116.30円，117.75円，103.36円，

  93.6円となっている．

注1：表の数値は「貿易統計」における「果実及び

  野菜」の数値である．

注2：表中の東アジアの数値は，中国，台湾，香港，

      韓国，ASEANを合算したものである．なお，

　　  ASEAN加盟国のうちベトナムは1995年，

　　 ミャンマーとラオスは1997年，カンボジアは

  1999年にそれぞれ加盟しているが，各年とも

  現加盟国10ヶ国の合計輸出金額となっている．

注3：東アジアにおける括弧内の数値は総輸出金額

  に占める比率である．

注4：中国と台湾における括弧内の数値は対東アジア

  輸出金額に占める比率である．

2．．．．対中国対中国対中国対中国・・・・台湾輸出台湾輸出台湾輸出台湾輸出がががが拡大拡大拡大拡大したしたしたした要因要因要因要因    

上記のように対中国・台湾輸出が急速に拡

大した要因については，①近年における中台

両地域の経済発展とそれに伴う現地消費者に

おける食の高度化，②2001年，2002年の両地

域のWTO加盟とそれに伴う関税障壁の削減

などが考えられる．特に②についてみると，

台湾では，りんご，桃，ぶどうなどの品目は
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自由化され，梨や柿などの品目は台湾におけ

る農業保護を目的に輸入割当制度から関税割

当制度へと移行している．さらに台湾の関税

割当制度は移行後から緩和されつつある．

2002年からの関税割当については，1次枠は

4,900tで適用税率は 18％，2次税率は kg当た

り 58元であった．この規定は 2004年に改定

され，1次枠については，適用税率は 18％に

維持されたが枠内輸入量は 9,800tに拡大され

た．また 2次税率についても kg当たり 49元

と緩和され，台湾の梨輸入は自由化傾向にあ

る． 

表3 日本産りんご・梨の対中国・台湾輸出量と総輸出金額の推移 単位：t，億円 

年次 果実

りんご 梨

総輸出
金額

総輸出
金額

総輸出量
総輸出
金額

総輸出量

対台湾
輸出量

対中国
輸出量

対台湾
輸出量

対中国
輸出量

2000 43.4 6.1 2,615.7 1,815.5(69.4) - 8.8 3,195.2 385.2(12.1) -

2001 52.3 15.9 2,174.9 1,519.8(69.9) - 7.8 2,860.3 497.6(17.4) -

2002 66.2 27.1 10,210.0 9,424.4(92.3) - 7.6 2,664.4 556.4(20.9) -

2003 81.9 42.8 16,790.9 16,114.4(96.0) - 6.2 1,886.2 724.6(38.4) -

2004 76.9 34.1 10,089.3 9,458.0(93.7) 40.7(0.4) 6.8 1,950.8 1,072.0(55.0) 25.3(1.3)

2005 108.8 57.1 17,098.9 16,378.3(95.8) 132.1(0.8) 8.0 2,137.2 908.0(42.5) 26.7(1.2)

2006 124.6 71.6 18,760.9 17,869.3(95.2) 156.8(0.8) 5.3 1,355.7 401.1(29.6) 12.9(1.0)

2007 141.6 77.7 25,727.9 24,360.0(94.7) 325.5(1.3) 9.3 2,091.7 824.2(39.4) 13.5(0.6)

2008 113.7 57.1 25,162.7 23,354.8(92.8) 389.9(1.5) 6.7 1,520.7 563.6(37.1) 7.8(0,5)

2009 107.2 54.2 20,929.1 19,139.0(91.4) 187.8(0.9) 6.8 1,682.5 566.0(33.6) 12.4(0.7)

資料：財務省「貿易統計」より作成．

注     ：括弧内の数値は，りんご・梨の総輸出量に占める対中国・台湾輸出量の比率である．

りんごや梨の関税が緩和された影響は大き

い．なぜなら果実は野菜と比較すると特に品

種・大きさ・品質を優位点として製品差別化

が可能だからである．さらに，台湾には高品

質な果実の需要が高まる祭事が存在する．輸

出先地域において他国産との価格差が拡大し

ている中，果実のように製品差別化が可能な

品目は，今後も日本産農産物の輸出拡大を牽

引する存在となり，そのような品目の輸出戦

略もより重要となろう．表 3は日本産りんご

と梨の対中国・台湾輸出量の推移について表

したものであり，同表をみても果実総輸出金

額に占めるりんご・梨のシェアは大きく，中

でも対台湾輸出が重要な位置を占めているこ

と，そして対中国輸出についても近年は増加

傾向にあったことが分かる． 

しかし，関税割当制度への移行は，結果と

して従来から輸入されていた日本産梨に加え，

他国産梨の流入を招き，日本産梨の輸出にと

って新たな環境が生まれたと言える．また，

中国についても WTO 加盟に伴い，関税率が

引き下げられた．例えば果実をみると，りん

ごは 30%から 10%へ，梨は 30%から 12%へと

引き下げられた．そして，これらの緩和によ

って競争は激化しつつあると考えられる． 

2008年・2009年におけるりんごと梨の輸出

金額をみると若干減少傾向にあることが分か

る．この要因としては，円高基調による国際

競争力の低下の他にも，後述するように日本

国内の産地において輸出にかかる負担・リス

クが増加していることも考えられる． 

以下では，特にりんごや梨といった果実輸

出を事例に両地域への制度的対応の課題につ

いて考察する．  
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3．．．．輸入検疫基準輸入検疫基準輸入検疫基準輸入検疫基準からみるからみるからみるからみる輸出先市場輸出先市場輸出先市場輸出先市場としてとしてとしてとして

のののの台湾台湾台湾台湾のののの優位性優位性優位性優位性    

中国も台湾と同様に経済発展を遂げ，高所

得者層は増加していると考えられる．また，

中国では外資系高級百貨店も上海や広州など

沿岸部を中心に多数出店しており，日本産農

産物を輸出した場合，その需要も大きいと捉

えられる．それにもかかわらず，対中国輸出

金額は台湾と比較すると微少となっている．

これまで大部分の日本産農産物の輸出におい

て，輸出先市場として中国ではなく台湾が選

択された要因としては以下のように推察でき

る．

対中国輸出と対台湾輸出を比較した場合，

両者において大きく異なるのは輸出可能品

目数である．日本の植物防疫所では，輸出可

能品目について大きく，①植物検疫証明書な

しで輸出が可能な品目，②植物検疫証明書の

添付が義務づけられている品目，③事前に相

手国からの輸出許可証の取得が義務づけら

れている品目，④通常，日本国内において行

われる輸出検疫検査以外に特別な植物検疫

条件が付加されている品目，の 4項目に区分

している．2010 年時点での日本産農産物の

中国と台湾への輸出可能品目と輸出禁止品

目，及び輸入地域側での輸入検疫条件につい

てみると，台湾の輸出可能品目については，

トマト以外は輸出が可能となっている 7．そ

して，主な輸出可能品目のうち，①に該当す

る品目はないものの，大部分が②もしくは④

に該当しており，他の輸出先地域と比較して

輸出可能品目が多いことが挙げられる．対台

湾輸出量が比較的多い品目である長芋やり

んご，日本梨をみると，長芋が②であるのに

対し，りんごや日本梨は④となっている．よ

って，長芋などの品目は従来から維持されて

きた植物検疫基準（輸出検疫検査）をクリア

すれば輸出が可能となる．りんごや梨などの

品目では，2006年以前は長芋などと同様に，

日本国内において輸出検疫検査をクリアす

れば輸出できたが，2006 年以降は台湾の輸

入検疫基準が改定されたため，従来の輸出検

疫検査だけではなく新たに輸入検疫条件が

付加された．台湾は，WTO 加盟に伴い関税

障壁が削減されたことに加え，輸入検疫条件

が設定されている品目についても同条件をク

リアした場合は輸出が可能になることから，

日本産農産物の輸出拡大を図る上で，輸出品

目の拡大という観点からも比較的容易な市場

であると考えられる．その一方，対中国輸出

では，台湾とは異なり植物防疫の観点から輸

入が禁止されている品目が多く，梨とりん

ご，緑茶，米のみ輸入が認められ，他の果実

や野菜類は認められていない．果実として梨

とりんごのみ輸入が認められている要因に

は，中国が両品目の大生産国であることが挙

げられる．2009 年の中国の梨生産量は

1,438.8万 tであり，世界総生産量 2,190.7万

t の 65.7％を占めている．また同年のりんご

生産量は 3,120.4 万 t であり，世界総生産量

7,173.7万 tの 43.5％を占めている 8．よって，

中国にとって仮に日本産梨やりんごが輸入

されても，その輸入量は中国国内での生産量

と比較すると微少となる．そして，円高によ

る日本産農産物の国際競争力の低下から，中

国における中国産との価格競争も不利とな

る．つまり，たとえ日本産梨・りんごが中国

市場に流入するとしても，高級嗜好品として

高所得者層における需要は存在するものの

購入機会は限定されると推測され，日本産

梨・りんごが占める市場シェアは極めて僅か

であり，中国の梨・りんごの生産者に対して

ほとんど影響を与えないと考えられるから

であろう．また，梨やりんご以外の品目につ

いては，これまで輸入実績がなく，中国側が

安全性を確認できないとして認められてい

ない 9．つまり，対中国輸出を拡大する場合，
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限定された品目でいかに中国の制度・需要に

合致させるかが重要になる．  

ⅢⅢⅢⅢ．．．．制度論的制度論的制度論的制度論的ミクロミクロミクロミクロ・・・・マクロマクロマクロマクロ・・・・ループループループループからみからみからみからみ

るるるる日本日本日本日本のののの輸出主体輸出主体輸出主体輸出主体にににに対対対対するするするする負担負担負担負担    

1．．．．制度論的制度論的制度論的制度論的ミクロミクロミクロミクロ・・・・マクロマクロマクロマクロ・・・・ループループループループのののの援用援用援用援用    

次に，本稿で援用する制度論的ミクロ・マ

クロ・ループの枠組みについて触れる．ミク

ロ・マクロ・ループの概念について，塩沢［7］

は，「ミクロ世界とマクロ世界との間にある

相互の規定関係」であり，「ミクロの世界で

のひとびとの行動のある特別なあり方がマク

ロ世界のある特別な特性を生み出し，またマ

クロの世界のある特別なありようがミクロ世

界でのある特別な種類の行動の誘因となると

いう相互規定関係において，ひとつの閉じた

輪を作っている」と論じている 10． 

また，磯谷［1］や磯谷［2］，植村・磯谷・

海老塚［3］は，ミクロ・マクロ・ループを軸

に，制度に注目することにより制度論的ミク

ロ・マクロ・ループを展開している．制度論

的ミクロ・マクロ・ループは図 1のように表

すことができる．経済主体と制度の関係につ

いて上記研究では，①制度は個人・経済主体

の行動に対して一定の規定を設け，②個人・

経済主体による相互行為の中で制度が維持・

再生産される，と指摘されている．さらに，

フォーマル及びインフォーマルな諸制度が生

成され再生産される場として制度フィールド

が設定された上で，③制度フィールドにおけ

る経済主体と制度の関係がマクロ的諸成果

（ダイナミクス）へと作用し，さらに，④形

成されたマクロ的諸成果が経済主体の行動や

制度の安定性などの面に反作用を及ぼす，と

指摘されている． 

①制度は個人・経済主体の行動を規定する．

個人 制度

③ 　　　　　　　　　　　④

マクロ的諸成果とダイナミクス

制度フィールド

②個人・経済主体間の相互行為によって
　制度が維持・再生産される．

図1 制度論的ミクロ・マクロ・ループの基本構図 

資料：磯谷［2］p.32図 1-3より引用・加筆． 

この枠組みを援用して，日本産農産物の輸

出を説明すると，およそ次のようになるであ

ろう．従来のように国内販売用と同等の品質

管理で生産された日本産農産物の輸出に関し

て言えば，制度には主に植物検疫制度が該当

したと考えられる．しかし，近年，輸出主体

の増加や植物検疫基準の改定といった変化に

より，制度フィールドでは，輸出の継続・拡

大を図る輸出主体の制度的対応がより重要な

ものになっている．なぜなら，制度的対応が

十分でない輸出主体は激化する輸出競争の中

で淘汰されるからである．そして，その結果，

185



ICCS Journal of Modern Chinese Studies Vol.4 (1) 2011 

 

日本産農産物の輸出継続・拡大や，輸出先市

場における各国産シェアの変動が起き，再び

輸出主体と制度の関係に影響を及ぼすと推測

される． 

本稿が制度論的ミクロ・マクロ・ループを

援用するのは，日本産農産物の輸出継続・拡

大について考察する上で，近年の制度変化と

いう要因とその制度変化が輸出主体に与える

影響についても考慮に入れるべきであると考

えるからである．日本産農産物の各輸出主体

における制度的対応が総輸出量の増加に繋が

り，その一方で輸出先市場におけるシェアの

変動が従来の輸出主体と制度に影響を与える，

という基本構図に加え，近年における台湾の

植物検疫基準の改定などの制度変化や輸出先

地域（中国・台湾）の社会的慣習なども考慮

に入れなければ，中国や台湾などに向けての

輸出を継続・拡大させることは困難となろう． 

2．．．．対中国対中国対中国対中国・・・・台湾輸出台湾輸出台湾輸出台湾輸出におけるにおけるにおけるにおける制度的対応制度的対応制度的対応制度的対応

次に，対中国・台湾輸出における日本の輸

出主体の制度的対応についてみてみる．本稿

で課題とする植物検疫制度と社会的慣習への

対応では輸出主体において次のような取組み

がみられる．

（1）植物検疫基準への対応 

まず，対中国果実輸出にかかる品質管理に

ついて述べる．対中国輸出における果実輸出

主体の制度的対応についてみると， 2010年

時点で輸入検疫基準は改定されておらず輸

入検疫条件も付加されていない 11．しかし，

日本国内の産地における対中国輸出用果実

の品質管理の重要性は徐々に高まっている．

なぜなら，対中国輸出に着手している主体の

一部は，同時に輸入検疫条件が付加されてい

る対台湾輸出にも着手しているからである．

対中国果実輸出主体としては，りんごを輸出

している片山りんご株式会社，青森県農林水

産物輸出促進協議会，梨を輸出している信州

下伊那くだもの直販株式会社，ブランドおお

いた輸出促進協議会などが挙げられる 12．植

物防疫所と台湾農業委員会が公表している

「台湾向け輸出生果実選果こん包施設一覧」

をみると，上記輸出主体は管内及び所属の選

果梱包施設を登録しており，台湾の輸入検疫

条件に則った品質管理システムが構築され

ている．つまり，対中国輸出と対台湾輸出は

品質管理水準において連動しつつあると言

える．そこで，台湾の輸入検疫条件に対する

輸出主体の取組みについてみてみる．台湾で

は，2002年に米国産りんごから台湾で未発生

の病害虫が検出されて以降，2003年，2005

年に同じく米国産りんごから，2007年にはチ

リ産やニュージーランド産のりんごからも病

害虫が検出された．この状況を受けて台湾農

業委員会は対台湾果実輸出国に対し輸入検疫

基準を改定し，新たに輸入検疫条件を課した
13．この輸入検疫条件に基づき農林水産省で

は「台湾向け生果実検疫実施要領」が作成さ

れ，その作業内容が日本の輸出主体に一律に

義務付けられた．なお，日本の場合，対象と

なっている果実は，りんご，梨，桃，すもも，

となっている．特に，りんご，梨，桃につい

ては，台湾が輸出先として大きなシェアを占

めていることから，日本の輸出主体にとって

は「台湾向け生果実検疫実施要領」に則った

作業が不可欠となった．その内容とは大きく，

ⅰ．品質管理システムを構築する目的，ⅱ．

適用される品目，ⅲ．生産園地・選果技術員・

選果梱包施設の登録，ⅳ．選果・梱包する方

法，ⅴ．台湾の検査官による査察，ⅵ．輸出

検疫検査，ⅶ．台湾農業委員会動植物防疫検

疫局による輸入検疫検査の 7項目から構成さ

れている． 

「台湾向け生果実検疫実施要領」に基づき，

日本の輸出主体には，事前に病害虫防除体制

を強化した上で生産園地と選果梱包施設を登
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録することや，病害虫寄生果の識別・選別及

び選果従事者を指導する選果技術員を配置す

ること，台湾と農林水産省の検査官の生産園

地や選果梱包施設への受け入れが義務付けら

れた．また，夜間の選果梱包施設での作業に

ついては上記要領によって必要な処置をする

ことが義務付けられているものの 14，全ての

選果梱包施設ではより品質管理を徹底させる

ために，収穫時期における夜間の作業は禁止

している．さらに，一部の輸出主体では独自

に，輸出過程における衝撃による品質劣化の

防止を目的とした，①耐性強化された輸出用

外箱の導入，②パレットごとの輸出といった

対応に着手している 15．これらの取組みの効

果は，輸出主体によっては対中国輸出にも反

映されるため，中国へ輸出される果実につい

ても併せて高品質化できると考えられる． 

その一方で，輸出主体にとっては輸出先か

らの品質面に関する要求が強まっており，要

求への対応により輸出主体の負担は増加して

いる．例えば梨の輸出をみると，台湾の輸入

検疫条件が付加される以前にも対米国輸出に

着手していた産地は「米国向け輸出なし検疫

実施要領」に基づいて輸出用梨を生産してい

た．そこで，対台湾輸出と対米国輸出の双方

の品質管理システムを比較することで輸出用

梨の品質管理がどのように強化されてきたか

についても整理する． 

「米国向け輸出なし検疫実施要領」は 1990

年に施行されており，同要領の内容をみると，

①植物防疫所(農林水産省)は補助員 16を設置

すること，②輸出用梨の生産園地の条件とし

て「1.米国向け輸出なしを生産しているほ場

内に無袋果，破袋果がないこと，2.病害虫防

除が，県の病害虫防除所，果樹試験場等の指

導の下で適確に行われていること」を満たし，

合格した生産園地には輸出用の梨生産園地で

あることを示す標札を掲げること，③輸出容

器には米国向け輸出が認められたものである

旨の明確な表示がなされていること，④日米

検査官は②の基準に基づき生産園地を検査し，

合格した際には合格証明書を発行することな

どが定められている 17． 

「米国向け輸出なし検疫実施要領」と対台

湾輸出に対する取組みを比較すると， 対台湾

輸出は対米国輸出に比べ，輸入検疫条件にお

ける品質管理システムに関する項目と内容が

より具体化されている．①台湾の動植物防疫

検疫局は，米国のように検査官による査察だ

けではなく従前の品質管理に新たに加わる品

質管理システムの構築を輸出国の産地に要求

していること，②対台湾輸出では植物検疫検

査で不合格になった場合の措置が規定されて

いること，以上 2点から対台湾輸出の品質管

理システムは対米国輸出よりも厳格なものと

捉えることができる．このことから，日本国

内の産地にとっては，WTO加盟後に拡大し

てきた対台湾輸出を継続するためには対米国

輸出よりも多い品質管理の作業に対応する必

要があり，さらに輸出先地域を拡大する場合

には，今後も品質管理にかかる作業内容及び

コスト負担が増加していくと考えられる． 

（2）社会的慣習への対応 

中国や台湾における社会的慣習として中秋

節や春節などが挙げられる．日本産農産物の

対中国・台湾輸出の拡大を図る際に，上記慣

習を考慮する必要性は以下の点にある． 

大部分の日本産農産物は高品質・高価格で

あることから中国や台湾の消費者においても

贈答用として購入される場合が多い．贈答品

としての需要が高まる時期として中秋節や春

節が挙げられる．上述のように，台湾におけ

る輸入検疫基準の改定に対する品質管理シス

テムの構築については，各輸出主体によって

全国的に取り組まれている．よって，現在で

は輸入検疫基準への対応のみで他の輸出主体

との差別化を図ることは困難となっている．
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そのため，一部の輸出主体では，植物検疫制

度だけではなく輸出先地域の社会的慣習に合

わせた輸出戦略を講じている．例えば，梨の

場合，9月から 10月に中秋節となる祝日があ

るため，これに合わせて輸出される．この際

に課題となるのが，祝日となる日の年ごとの

変動である．近年の中秋節をみると，2000年

～2005年と 2007年，2008年，2010年は 9月

中にあるが，2006年， 2009年は10月にある．

中秋節の贈答用である以上，中秋節の祝日前

に輸出しなければ十分な効果は得られない．

しかし，2003年は 9月 11日で，2006年は 10

月 6日であることから，中秋節となる日には

大きなひらきがあると言えよう．そこで自治

体や輸出促進協議会から資金提供を受けるこ

とで，新たにビニールハウスでの生産を開始

し，上記慣習に伴う需要変動に合致する出荷

体制を構築する輸出主体も出現している．佐

藤［5］ではこのような輸出主体を事例に，当

該輸出主体の輸出量が急増した要因として，

ビニールハウスでの生産により輸出用梨の出

荷時期を早め，中秋節に間に合うように出荷

したことが大きいとしている．なお，この事

例としている輸出主体については，従来は対

台湾輸出のみであったが，2009年より新たに

対中国輸出にも着手している．2009年度の対

中国輸出量は 7tと微少であるが，従来の対台

湾輸出が中秋節に合わせて出荷したことで輸

出拡大が達成されたことを考慮すれば，対中

国輸出も拡大することも考えられる． 

ⅣⅣⅣⅣ．．．．おわりにおわりにおわりにおわりに    

 本稿では，これまで蓄積されてきた日本産

農産物の輸出に関する先行研究を踏まえた上

で，制度と輸出主体を中心とした輸出構造に

ついて整理した．    

日本産農産物の対中国・台湾輸出は大きく

植物検疫と社会的慣習の 2つの制度によって

影響を受け，これらの制度にいかに対応する

かが輸出継続・拡大を図る上で重要な要因と

なる．よって，日本産農産物の輸出における

輸出主体の制度的対応の構図は図 2のように

想定される． 

日本産農産物の輸出先地域として台湾市場

は重要であるものの，同市場でも安全性に対

する関心が高いこと，そしてWTO加盟以降

は，梨については韓国産の輸入が拡大し，り

んごについては米国産のシェアが低下する一

方でチリ産やニュージーランド産の輸入が拡

大していることから，日本産果実の輸出拡大

は困難となりつつある．台湾に代わる成長市

場として中国は今後さらに注目されていくと

考える．言うまでもなく，輸出拡大できるか

否かについては，成田［9］などの成果で明ら

かにされているマーケティング戦略の構築，

中国市場における消費者行動の把握によって

大きく左右される．しかし，輸出継続につい

ては本稿で指摘した制度への対応が今後，不

可欠になる． 

対台湾輸出については，多国間輸出競争が

激化していることから安定的に高品質農産物

を輸出する必要があり，このことは植物検疫

の安定的なクリアなしでは達成できない．さ

らに，果実輸出にみられるように，他国産が

品質面に課題を残していることから輸入検疫

基準が改定され，日本国内の産地では輸出に

かかるリスクとコストの負担が今後より一層

大きくなると考えられる 18．また，輸入検疫

基準が改定されていない長芋などの品目につ

いても，現行の輸入検疫基準を維持するため，

産地において品質向上を目的に，選果梱包施

設の設備能力の向上などの独自の取組みが求

められる．なぜなら，輸出主体が増加し競争

が激化する中，安定的に植物検疫をクリアで

きなければ，当該輸出主体は淘汰され，他の

同一品目を輸出している輸出主体にとっても，
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果実のように一律に輸入検疫基準が改定され

ることが考えられるためである． 

さらに，2011年 3月以降については，東日

本大震災とそれに伴う福島第一原子力発電所

事故により，台湾をはじめ各輸出先において

内容は異なるものの輸入規制が強化された．

日本産農産物を輸入してきた各地域では，産

地・品目によっては輸入停止とされ，その他

についても輸入にあたり新たに全ロット検査

が課せられるか，政府作成の放射性物質の検

査証明書や産地証明書の提出などが要求され

ている．このことから，輸出主体にとってこ

れら規制内容への対応も不可欠になっている． 

冒頭で述べたように，これまで各輸出主体

では，日本産農産物は高品質であることから

植物検疫についてはクリアできることを前提

として（もしくはクリアできない輸出用農産

物の数量と影響はともに微少であると考え）

輸出戦略が構築されてきたが，今後は輸出用

農産物の品質をさらに高めていくことが重要

になる． 

制度フィールド

制度は輸出主体の行動を規制する．

個人 制度

1.法的規制（植物検疫制度）

2.中国・台湾の社会的慣習
　（中秋節・春節）

マクロ的諸成果とダイナミクス

1.日本産農産物の輸出が拡大する．

2.中国・台湾市場において各国産の市場シェアが
　変動する．

④輸出主体と制度の関係に
　再び安定化をもたらす．

②対台湾輸出国に対して輸入検疫基準を改定し輸入検疫条件が付加される．

各輸出主体間の相互行為によって制度が維持・再生産される．

①一部の対台湾輸出用果実が台湾の輸入検疫基準をクリアできず不合格になる
　事態が頻発する．

③対台湾輸出用の品質管理システムと中秋節・春節に合わせた出荷体制を構築する．

輸出主体

図2 日本産農産物の輸出から想定される制度論的ミクロ・マクロ・ループの構図 

資料：磯谷［2］p.32図 1-3より引用・加筆． 

それと同時に，輸出主体は中国・台湾市場

での社会的慣習に基づく大きな需要を掴む輸

出戦略を構築する必要がある．日本国内の産

地において，さらに高品質な輸出用農産物の

出荷体制を整備しただけでは，高級嗜好品と

しての付加価値を実現することは困難と考え

られる．果実など輸出拡大している品目につ

いても他国産と比較するとその輸出先市場で

のシェアは小さい．この要因として，依然と

して高価格であるため，高所得者層による中

秋節などにおける期間限定の需要が主である

のに対して，需要変動に合わせた取組みが日

本国内の産地において十分になされていない

ことも挙げられる．一部の輸出主体では中秋

節に合わせた輸出戦略を構築することで輸出

量が急増していることからも，今後，日本産

農産物の輸出拡大を図る上で輸出先の社会的

慣習は重要な検討要因となる． 
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輸出主体の取組みが制度へ対応したもので

あるか否かによって，中国・台湾市場におけ

る各輸出主体のシェアは大きく変動し，その

変動は両者の相互関係に再び影響を与えると

考える．日本産農産物の輸出に着手する輸出

主体が増加してきた中，各輸出主体にとって

は上記 2つの制度への合致が不可欠となり，

これらに対応できる輸出主体が今後の輸出拡

大を牽引していくと言える． 

脚注脚注脚注脚注＊＊＊＊

1 愛知大学国際中国学研究センターICCS研究

員． 

2
  本稿では，中国と台湾を別個の地域として

捉える．よって，例えば「中国」と表記し

た場合は，台湾，香港，澳門は含まない． 

3 ホジソン［6］では，制度について，伝統，

習慣ないし法的制約の作用によって，持続的

かつ定型化された行動パターンを作り出す

傾向のある社会組織と定義している．本稿に

おける制度の定義は，ホジソン［6］に倣う

こととする． 

4 輸入検疫条件とは，日本国内の産地にとっ

て，輸出する際に輸出先地域より要求される

特別な取組みの付加などの条件である．輸入

検疫条件が設定されている品目は，技術的検

討と法的手続を経て，輸入禁止と同等の病害

虫侵入防止が担保される場合にのみ輸入が

許可される．つまり，日本国内の産地にとっ

ては，同条件をクリアしなければ輸出するこ

とは不可能となる． 

5 本稿における輸出主体とは，日本国内におい

て日本産農産物の輸出実務を担う貿易商社

だけではなく，輸出用農産物を出荷する農協

などの産地組織も含めるものとする． 

6 農林水産省や日本貿易振興機構などでは，輸

出主体の輸出継続・拡大を図るため，輸出先

地域における制度の内容に関する調査を行

っている．その成果としては，農林水産省大

臣官房国際部貿易関税チーム輸出促進室（委

託先：独立行政法人日本貿易振興機構）［11］，

農林水産省大臣官房国際部貿易関税チーム

輸出促進室（委託先：独立行政法人日本貿易

振興機構）［12］などが挙げられる． 

7 台湾におけるトマトの輸入検疫基準では，

ジャガイモ疫病の発生地域で生産されたも

のは輸入が禁止されている．そして，日本

ではジャガイモ疫病の発生が確認されてい

る．よって，日本産トマトの対台湾輸出は

禁止されている．しかし，2009年における

日本産トマトの総輸出量は 0.8t，総輸出金

額は 122 万円であり，農産物の総輸出金額

からみると微少である． 

8 FAOSTAT（http://faostat.fao.org/）による． 

9 日本産農産物の輸出品目の中でも大規模に

輸出されている長芋も対中国輸出は禁止さ

れているため，日本産長芋の主な輸出先は

台湾や米国のみとなっている． 

10 塩沢［7］p. 38からの引用． 

11 ただし，果実以外の品目をみると，精米の

輸出については輸入検疫条件が付加されて

いる．輸入検疫条件を満たすために農林水

産省では「中華人民共和国向け精米の輸出

検疫実施要領」を各輸出主体に発布した．

この要領の内容では，ⅰ．検疫対象病害虫，

ⅱ．指定する精米工場の条件，ⅲ．包装材

の条件，ⅳ．燻蒸処理の必要性，ⅴ．輸出

検査内容，ⅵ．再汚染防止措置の必要性の

6 項目が規定されており，これらの条件を

クリアすることで輸出主体は対中国輸出が

可能となる． 

12 農林水産省「農林水産物等の輸出取組事例

（平成 22年度版）」（http://www.maff.go.jp 

/j/export/torikumi_zirei/zirei_2010.html）によ

る． 
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13 佐藤［4］による． 

14 「台湾向け生果実検疫実施要領」では，項

目第 4において，「4月 1日から 10月 31日

までの期間，夜間に選果こん包等を行う場合

は，施設の開口部を全て閉鎖又は防虫網等で

被覆し，モモシンクイガの再汚染防止措置を

講ずること」と規定されている．なお，文中

のモモシンクイガとは日本産果実の対台湾

輸出における検疫対象病害虫名である． 

15 佐藤［5］による． 

16 「米国向け輸出なし検疫実施要領」の第 3

と第 5では補助員の業務として，①植物防疫

所(農林水産省)の検査官による検査の前に

事前に自らも輸出用生産園地を検査し，検査

結果を検査官に提出すること，②植物防疫所

(農林水産省)の検査官による検査及び米国

検査官との合同検査に立ち会うことが規定

されている． 

17 内容については，①は「米国向け輸出なし

検疫実施要領」の項目第 3，②は同第 4～6，

③④は同第 10による． 

18
2010年8月23日に台湾の輸入検疫検査にお

いて，山梨県産桃から病害虫モモシンクイガ

が検出されたことから，農林水産省は「台湾

向け生果実検疫実施要領」に基づき，山梨県

産りんご，梨，桃などの対台湾輸出を暫定的

に停止した．その後，「台湾向け輸出生果

実選果こん包施設一覧」から当該施設が一

時的に削除された．この状況を受けて，山梨

県が作成した原因究明及び改善措置に関す

る報告書が台湾の動植物防疫検疫局に提出

され，同年 12月 28日に輸出が再開された．

農林水産省報道発表資料（http://www.maff. 

go.jp/j/press/syouan/syokubo/100824.html）及び

（http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/syokubo

/101228.html）による． 
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中国中国中国中国におけるにおけるにおけるにおける食生活食生活食生活食生活のののの変容変容変容変容のののの年齢層年齢層年齢層年齢層・・・・所得階層所得階層所得階層所得階層・・・・地域別差異地域別差異地域別差異地域別差異

佐藤敦信佐藤敦信佐藤敦信佐藤敦信1・・・・菅沼圭輔菅沼圭輔菅沼圭輔菅沼圭輔2

要旨要旨要旨要旨

本稿では翟主編『中国居民膳食結構与営養状況変遷的追跡研究』と馬他主編『中国居民

営養与健康状況調査報告之九』をもとに，中国の食生活に関する先行研究の内容を摂取品

目と摂取場所の側面から修正・補足した．  

摂取品目をみると，全体的に動物性タンパク質の摂取量が増加しているものの，その増

加傾向は年齢層や地域によって異なることが新たに判明した．特に若年層で都市部の高所

得者層に位置している消費者において，果物や畜産物，魚介類，牛乳類の摂取が拡大して

おり，このことから動物性タンパク質中心の食生活へと移行していると言える．その一方

で，農村部では動物性タンパク質の位置付けは依然として低く都市部のように急増してい

る状況には至っていない． 

また摂取場所についても，大都市や若年層では社員食堂など外食率が高いが，農村部や

高齢者層では大部分が家で食事をしている．この要因について本稿では，加齢に伴い結婚

などによる家族構成の変化や身体的衰えが個人の生活に影響を与える点と，社員食堂やレ

ストランの充実といった経済発展に伴う外的要因による食生活の変容の 2 つの可能性を指

摘した． 

キーワードキーワードキーワードキーワード：：：：中国の食生活，摂取品目，摂取場所 

ⅠⅠⅠⅠ．．．．はじめにはじめにはじめにはじめに

近年，中国国内において食料品の消費が拡

大しており，多数の食品企業が中国市場への

新規参入または市場シェア拡大のため，販路

の開拓と消費者の獲得を目指している．その

際，企業側にとっては，業務用製品と市販用

製品ともに消費者がどこで何を食べているの

かによって販売量増減が大きく左右されるこ

とから，このような消費者の食生活・消費動

向に基づいて販路を構築していくことが求め

られる． 

言うまでもなく，中国の GDP は上昇傾向

にあり，都市部を中心に高所得者層が増加し

ている．また，マクドナルドやケンタッキー・

フライドチキンをはじめとするファーストフ

ード店など外資系外食産業も多数進出し成長

しつつあること，農業部や商務部からの補助

金の給付などにより中国国内の市場流通が整

備されつつあることから，中国における食生

活，特に摂取品目や摂取場所は変容しつつあ

る．しかし，その変容は一律ではなく，消費

者の年齢層や所得階層，地域によって進展速

度は異なっていると推測される．なぜなら，

上記のような外資系を含め外食産業は都市部

を中心に拡大しており地域によって利用機会

が異なること，市場流通の整備の進展につい

ても地域差があること，年齢層や所得階層に

よって摂取品目の多様性が異なることなどが 

論文
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考えられるためである． 

これまで中国の食生活に関する研究成果は

蓄積されてきたが，後述するように，複数の

年齢層・所得階層・地域の消費者における食

生活の傾向について言及している成果はほと

んどない．そこで，本稿は新たに中国の行政

機関による複数の年齢層・所得階層・地域を

対象としたアンケート調査をもとに，これら

の観点における差異から食生活の傾向につい

て検証し，摂取拡大を牽引している消費者層

を明らかにすることを目的とする．この点を

明らかにすることは，今後，中国において消

費がどのように拡大していくのか，中国国内

での販路の拡大を目指す食品企業がどのよう

な事業展開を図っていくのかについて考察す

る上で不可欠になると考える． 

本稿では以下の構成で課題に接近する．ま

ず，エンゲル係数の推移などの生活にかかる

総消費金額のうちの食料品の比率から中国の

消費者にとっての食の位置付けについて明ら

かにし，併せて中国の食生活に関する先行研

究で明らかにされている消費者の行動傾向に

ついて整理する．その上で，本稿で使用する

アンケート調査の結果を摂取品目と摂取場所

の側面から整理し，先行研究の内容と比較す

ることで近年の中国における食生活の特徴に

新たな知見を加えたい．  

ⅡⅡⅡⅡ．．．．中国中国中国中国のののの生活生活生活生活におけるにおけるにおけるにおける食食食食のののの位置付位置付位置付位置付けとけとけとけと食生食生食生食生

活活活活にににに関関関関するするするする先行研究先行研究先行研究先行研究

1．．．．中国中国中国中国のののの生活生活生活生活におけるにおけるにおけるにおける食食食食のののの位置付位置付位置付位置付けけけけ

まず，『中国統計年鑑』をもとに中国の消

費者にとっての食の位置付けについて述べる．

表 1と表 2はそれぞれ都市部と農村部におけ

る 1人当たり年間消費金額の推移について表

したものである．1995 年と 2009 年における

食料品消費金額をみると，都市部では

1,771.99 元から 4,478.54 元へと増加し，農村

部においても768.19元から1,636.04元へと増

加している．経済発展によって所得が向上し，

それに伴い食料品以外の費目についても急速

に増加したことから，都市部・農村部ともに

総消費金額に占める食料品の比率は低下傾向

にある．しかし，2009年についても食料品は

都市部と農村部のそれぞれにおいて総消費金

額の 36.5％，40.9％を占めており，依然とし

て最も大きなシェアを占めている．このこと

から消費される食料品の変化について明らか

にすることは中国の生活様式に関して研究す

る上で大きな意義があると考える． 

表1 都市部における1人当たり年間消費金額の推移 単位：元 

年次 食料品 衣類 住宅
家庭設備・
家具および

関連サービス
保健医療 交通・通信

教育・文化・
娯楽サービス

その他 合計

1995年 1,771.99 479.20 283.76 263.36 110.11 183.22 331.01 114.92 3,537.57

2000年 1,971.32 500.46 565.29 374.49 318.07 426.95 669.58 171.83 4,998.00

2001年 2,014.02 533.66 547.96 438.92 343.28 457.02 690.00 284.13 5,309.01

2002年 2,271.84 590.88 624.36 388.68 430.08 626.04 902.28 195.84 6,029.88

2003年 2,416.92 637.72 699.38 410.34 475.98 721.12 934.38 215.10 6,510.94

2004年 2,709.60 686.79 733.53 407.37 528.15 843.62 1,032.80 240.24 7,182.10

2005年 2,914.39 800.51 808.66 446.52 600.85 996.72 1,097.46 277.75 7,942.88

2006年 3,111.92 901.78 904.19 498.48 620.54 1,147.12 1,203.03 309.49 8,696.55

2007年 3,628.03 1,042.00 982.28 601.80 699.09 1,357.41 1,329.16 357.70 9,997.47

2008年 4,259.81 1,165.91 1,145.41 691.83 786.20 1,417.12 1,358.26 418.31 11,242.85

2009年 4,478.54 1,284.20 1,228.91 786.94 856.41 1,682.57 1,472.76 474.21 12,264.55

資料：国家統計局『中国統計年鑑』各年版より作成．
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表2 農村部における1人当たり年間消費金額の推移             単位：元 

年次 食料品 衣類 住宅
家庭設備・
家具および

関連サービス
保健医療 交通・通信

教育・文化・
娯楽サービス

その他 合計

1995年 768.19 89.79 182.21 68.48 42.48 33.76 102.39 23.06 1,310.36

2000年 820.52 95.95 258.34 75.45 87.57 93.13 186.72 52.46 1,670.13

2001年 830.72 98.68 279.06 76.98 96.61 109.98 192.64 56.42 1,741.09

2002年 848.35 105.00 300.16 80.35 103.94 128.53 210.31 57.66 1,834.31

2003年 886.03 110.27 308.38 81.65 115.75 162.53 235.68 43.01 1,943.30

2004年 1,031.91 120.16 324.25 89.23 130.56 192.63 247.63 48.27 2,184.65

2005年 1,162.16 148.57 370.16 111.44 168.09 244.98 295.48 54.52 2,555.40

2006年 1,216.99 168.04 468.96 126.56 191.51 288.76 305.13 63.07 2,829.02

2007年 1,388.99 193.45 573.80 149.13 210.24 328.40 305.66 74.19 3,223.85

2008年 1,598.75 211.80 678.80 173.98 245.97 360.18 314.53 76.67 3,660.68

2009年 1,636.04 232.50 805.01 204.81 287.54 402.91 340.56 84.10 3,993.45

資料：国家統計局『中国統計年鑑』各年版より作成．

2．．．．先行研究先行研究先行研究先行研究ののののサーベイサーベイサーベイサーベイ

次に，先行研究から中国における食生活の

特徴について再整理したい．先行研究が当て

た焦点をみると概ね，（イ）家庭内の食事状

況に関する研究 3，（ロ）外食行動に関する

研究 4，（ハ）各食品の摂取状況に関する研

究 5，のように区分できよう．そして，これ

らの先行研究の内容を整理すると概ね以下の

3点に集約できる． 

（1）家庭内の食事の重視 

水野［9］，水野［10］，水野［11］は，都

市部の家庭における食事の行動様式について

1994 年のアンケート調査をもとに明らかに

している．これらの成果によると，家庭での

食生活については調査対象者のうち，毎食家

族全員が揃って食事をしているのは 18.7％を

占め，そのような傾向がみられる者を含める

と 91.5％に達していることが示されている．

この要因として上記研究成果では，①家庭に

優しい職場，②家庭生活に時間的余裕を生み

出す社会生活リズム 6，③家庭を大事にする

根強い生活意識を挙げている．そして，調査

対象者のうち朝食を抜く者は微少であり，朝

食は質のよいもの，昼食は量を多めに，夕食

は少なめにそれぞれ摂取し養生重視の食事形

態をとっているケースが大部分を占めていた

ことを明らかにしている．また，談他［5］で

は，2001 年のアンケート調査によって，平

日・休日ともに親子が一緒に食事をする傾向

があることから，子世代が親世代と共に食事

をすることを重視している点を明らかにした．

土屋［6］は 2001年のアンケート調査に基づ

いて，1 日における 3 食の摂取場所，共に食

事した人，主食・副食献立名について都市部

と農村部の状況を比較している．この研究に

おいても水野［9］などと同様に都市部・農村

部の 3食とも家で家族と一緒に食事をする場

合が多いことが明らかにされている．さらに，

①主食は朝食が都市部では面包，農村部では

米飯と差異がみられるが，昼食・夕食につい

ては都市部・農村部ともに米飯が主となって

いること，②副食については朝食が都市部で

は乳製品・卵・野菜，農村では野菜類などと

なっており，昼食・夕食は都市部・農村部と

もに野菜類・肉類が中心となっていること，

③1 人当たり摂取品目数については都市部が

農村部よりも多いことも明らかにされている． 

（2）外食文化の浸透 

水野［12］では，1996年のアンケート調査

をもとに都市部の住民の外食行動パターンに

ついて分析している．その結果として，外食

行動の表層文化には①簡便化現象（便利さの
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追求），②高級化現象（賞味・団欒・社交な

どの食の付加価値の追求），③食の多様化の

中でも外国料理の普及と定着は進みにくい，

④高いエンゲル係数に相応しくない高い外食

消費傾向，といった特徴がみられるとしてい

る．具体的には，①については日常的な食生

活において社内食堂やファーストフード店を

頻繁に利用している点，②については高級レ

ストランやファミリーレストランを利用して

いる点を挙げている．さらに水野［12］と水

野［13］は，上記調査をもとに食意識の類型

化も行っている．この類型化では都市部の消

費者の中では「普段，食事は節約し，祭日，

団らんの日，交際する際にグルメ料理も欠か

せないという生活術の上手なタイプ」7が最も

多いことが明らかにされている． 

水野他［14］は 1996年と 2007年のアンケ

ート調査を比較し，食生活の高級化とともに

食意識が変化していることを明らかにした．

この成果では，消費者における食生活の高級

化と健康への意識の高まりがみられる．つま

り，生活様式の多様化に対する反動により家

庭での食事や伝統的健康的な食事や，節約を

重視する消費者が増加する一方で，健康に必

ずしもよいとは言えないグルメ嗜好の消費者

は減少し食生活の成熟期に入ったと指摘して

いる． 

（3）食事内容における動物性タンパク質の摂

取拡大 

先行研究においては，中国では欧米型食品

が普及してきたことにより，動物性タンパク

質の摂取が拡大しているという指摘もある 8．

須藤［3］は，中国の農業生産状況と動物性タ

ンパク質の摂取拡大から，穀物の対外依存度

の増大について言及している．また，須藤［4］

は，都市部・農村部ともに所得の増大によっ

てエンゲル係数が低下しつつあり，品目をみ

ると畜肉・卵・水産物など動物性タンパク質

の多い副食品が増加していることを指摘して

いる．さらに，1997 年と 1999 年に北京市で

実施したアンケート調査から，欧米型食品・

日本型食品に代表される外来食が 1986 年か

ら 1995 年にかけて急速に普及していったこ

とと，1997 年と比較すると 1999 年では欧米

型食品の普及が進展している一方で日本型食

品の普及はほとんど進展していないことも指

摘している． 

木下他［2］は『中国統計年鑑』の 1996年

から 2005 年の都市住民における主要動物性

タンパク質源（牛肉・豚肉・鶏肉・魚・生乳・

粉乳）の消費量の推移から，各品目の長期的

需要動向について考察した．これによると，

上記品目全ての需要が増大するというのでは

なく，長期的には肉類（特に牛肉）の需要は

伸びず，魚の需要が伸びていくと指摘されて

いる．天野他［1］は内陸部と沿岸部における

親世代と子世代の食生活の相違点について主

食・動物性タンパク質・乳製品・加工食品の

摂取頻度と外食店の利用状況から明らかにし

ている．具体的には，親世代では内陸部と沿

岸部において主食・動物性タンパク質の地域

性が残されているものの，両地域とも乳製品

の消費が根付いているとしている．その一方

で，子世代では特に動物性タンパク質の摂取

において親世代とは異なる嗜好を示しており，

ファーストフードを好む傾向がみられること

から両地域の差異はなく，食の画一化がより

進展していると指摘している． 

しかし，これらの研究成果の中には 1990

年代における独自のアンケート調査および統

計資料をもとに食生活を明らかにしたものが

あることから，現在の多様化しつつある食生

活の実態をみると，摂取品目や摂取場所とい

った側面において，先行研究で指摘されてい

る傾向から乖離または深化している可能性が

ある．また，近年実施されたアンケート調査

に基づいた研究成果もあるものの，単年度の
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調査結果に基づくものや，複数年を比較した

ものであっても年齢層・所得階層・地域によ

る差異など解明が不十分な点も存在する．冒

頭で述べたように，食生活の変容の進展速度

は一律ではないと考えられることから，これ

らの点は近年の中国において各品目の摂取拡

大を牽引している消費者層を特定する上で不

可欠になると考える． 

ⅢⅢⅢⅢ．．．．本稿本稿本稿本稿でででで使用使用使用使用するするするする資料資料資料資料のののの概要概要概要概要

本稿では翟主編［7］と馬他主編［8］をも

とにして先行研究の内容を修正・補足する．

そこで，まず上記 2資料の概要について述べ

る． 

翟主編［7］は，中国疾病予防コントロール

センターと米国ノースカロライナ大学が

1989年，1991年，1997年，2000年，2004年

に実施したアンケート調査をもとにしている
9．同調査では，摂取品目を，米および米製品，

麺および麺製品，その他穀類，芋類，干し豆

類，豆製品，緑黄色野菜，淡色野菜，漬物，

果物，堅果，豚肉，その他畜肉，動物の内臓，

家禽肉，牛乳および乳製品（以下，牛乳類と

表記），卵および卵製品，魚介類，植物油，

動物油，菓子類，砂糖・澱粉，食塩，醤油，

みそ類，その他に区分しており，これらの摂

取品目について年齢層別（2～6歳の就学前児

童，6～17歳の学童・青年，18～45歳の青年・

壮年，45歳以上の中高年），地域別（都市部，

都市近郊，県行政府所在地，農村部），所得

階層別（高所得者，中所得者，低所得者）に

1 人当たりの摂取量を集計している．なお，

アンケート調査対象者は，遼寧省，黒龍江省，

江蘇省，山東省，河南省，湖北省，湖南省，

広西チワン族自治区，貴州省在住者で，各年

齢層の対象者数は表 3のとおりである 10．

馬他主編［8］は中国衛生部・科技部・国家

統計局が共同で実施した“2002年中国居民営

養与健康状況調査”の結果を整理したもので

ある．この調査は2002年8～12月に実施され，

その内容は，食料品の品目別消費構成，食事

摂取，喫煙，飲酒，運動状況，栄養補助剤の

使用状況に大別される．本稿で使用するのは 

表3 『中国居民膳食結構与営養状況変遷的追跡研究』のアンケート調査対象者 単位：人 

都市部 都市近郊
県行政府
の所在地

農村部 高所得者層 中所得者層 低所得者層

就学前児童 1991年 1,170 139 187 218 626 398 415 357

1993年 829 58 148 109 514 191 253 385

1997年 460 49 77 71 263 89 177 194

2000年 473 37 71 76 287 89 177 207

2004年 361 28 55 44 234 83 113 165

学童・青年 1991年 3,198 440 531 493 1,734 1,049 1,097 1,052

1993年 2,790 267 441 390 1,692 702 945 1,143

1997年 2,536 284 467 347 1,438 610 862 1,064

2000年 2,382 227 442 360 1,345 567 880 935

2004年 1,526 165 278 233 850 401 513 612

青年・壮年 1991年 6,534 953 1,030 1,087 3,464 2,086 2,305 2,143

1993年 5,620 708 967 887 3,058 1,825 1,899 1,896

1997年 5,548 784 1,041 860 2,863 1,724 1,868 1,956

2000年 5,677 671 1,074 951 2,960 1,646 2,007 2,024

2004年 4,391 596 890 671 2,234 1,491 1,516 1,384

中高年 1991年 3,556 593 554 516 1,893 830 1,243 1,483

1993年 3,344 614 483 619 1,628 1,192 1,118 1,034

1997年 4,074 739 695 673 1,967 1,365 1,330 1,379

2000年 5,021 848 849 851 2,449 1,755 1,562 1,704

2004年 5,342 941 967 831 2,603 1,824 1,730 1,788

所得階層別

資料：翟主編［7］より作成．

対象者
総数

年齢層 年次
地域別
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表4 『中国居民営養与健康状況調査報告之九』のアンケート調査対象者         単位：人 

都市部 農村部

大都市 中小都市

15～19歳 3,099 960 513 447 2,139

20～24歳 3,129 994 559 435 2,135

25～29歳 4,433 1,231 547 684 3,202

30～34歳 6,097 1,711 659 1,052 4,386

35～39歳 6,838 1,998 813 1,185 4,840

40～44歳 5,051 1,678 859 819 3,373

45～49歳 6,675 2,222 1,218 1,004 4,453

50～54歳 5,928 2,032 1,174 858 3,896

55～59歳 4,293 1,483 844 639 2,810

60～64歳 3,588 1,462 786 676 2,126

65～69歳 3,049 1,389 845 544 1,660

70～74歳 1,924 824 538 286 1,100

75歳以上 1,410 610 430 180 800

合計 55,514 18,594 9,785 8,809 36,920

資料：馬他主編［8］より作成．

対象者
総数

年齢層

食事摂取のアンケート調査結果であり，その

対象者は表 4のとおりである．なお，アンケ

ート調査対象者の居住地域については，経済

発展水準に基づいて全国各県・市・区を大都

市，中小都市，農村部に区分している 11．地

域別や所得階層別の各品目の摂取量構成につ

いては，『中国統計年鑑』においても整理さ

れている．しかし，本稿では各年齢層間の食

生活の差異に注目しており，『中国統計年鑑』

では年齢層ごとの区分はされておらず同年鑑

から判断するのは困難であるため，上記 2資

料をもとに明らかにする． 

ⅣⅣⅣⅣ．．．．摂取品目摂取品目摂取品目摂取品目とととと摂取摂取摂取摂取場所場所場所場所のののの変容変容変容変容

 以下では，摂取品目と摂取場所についてそ

れぞれどのような傾向がみられるのかについ

て明らかにし，併せて先行研究の内容を修

正・補足する．摂取品目については，①各年

齢層における品目別摂取量の増加率の差異，

②各品目の摂取量増加を牽引する年齢層の抽

出，③前 2点から抽出した特に大きな変動が

ある年齢層における地域・所得階層別差異，

の 3点から言及する．また，摂取場所につい

ては，④都市部と農村部の両地域における摂

取場所の年齢層別差異，⑤大都市と中小都市

における摂取場所の年齢層別差異，の 2点か

ら言及する． 

1．．．．摂取品目摂取品目摂取品目摂取品目からみるからみるからみるからみる各年齢層各年齢層各年齢層各年齢層のののの変容変容変容変容

（1）各年齢層における品目別摂取量の増加率 

表 5は，翟主編［7］から穀類，野菜，果物，

畜産物，魚介類，牛乳類の 1人 1日当たりの

摂取量を抽出した上で，1991年の数値を 100

として指数化（以下，摂取指数と表記）し各

年の増加率を示したものである．摂取品目の

増加率において各年齢層で顕著に表れている

のは，穀類の低下と，果物や畜産物，魚介類，

牛乳類の上昇である．その一方で，野菜につ

いては中高齢層においてわずかに増加傾向が

みられるものの，概ね各年齢層とも大きな変

化はみられない．これらの共通した傾向を踏

まえ，各年齢層における摂取拡大傾向の差異

について述べる． 
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就学前児童の摂取指数をみると，牛乳類の

摂取は他品目と比較すると大きく上昇してお

り，2004年の摂取指数は 248.5となっている．

しかし，牛乳類以外の品目をみると，他の年

齢層とは異なり果物摂取指数が低下し，畜産

物や魚介類についても 2000 年をピークに

2004年は低下している．その結果，2004年の

就学前児童の摂取指数は野菜 97.0，果物 79.7，

畜産物 105.9，魚介類 106.8となっており，他

の年齢層でも拡大している牛乳類を除くと，

比較的大きな変化がみられない構造となって

いる．このことから，牛乳飲用の習慣が定着

しつつも親世代によって子世代の栄養摂取が

比較的管理されていると推測される． 

表5 各年齢層の1人1日当たりの品目別摂取量 単位：g 

摂取量 摂取指数 摂取量 摂取指数 摂取量 摂取指数 摂取量 摂取指数

穀類 1991年 260.0 100.0 465.6 100.0 566.1 100.0 495.5 100.0 1787.2

1993年 265.2 102.0 441.0 94.7 549.1 97.0 485.5 98.0 1740.8

1997年 224.7 86.4 412.9 88.7 511.0 90.3 456.5 92.1 1605.1

2000年 205.7 79.1 377.3 81.0 448.5 79.2 409.0 82.5 1440.5

2004年 190.2 73.2 378.1 81.2 463.8 81.9 428.2 86.4 1460.3

野菜 1991年 150.9 100.0 279.4 100.0 333.7 100.0 313.6 100.0 1077.6

1993年 170.6 113.1 286.1 102.4 349.0 104.6 325.3 103.7 1131.0

1997年 143.1 94.8 264.3 94.6 333.3 99.9 322.6 102.9 1063.3

2000年 155.0 102.7 279.9 100.2 334.3 100.2 333.7 106.4 1102.9

2004年 146.3 97.0 293.4 105.0 355.0 106.4 366.4 116.8 1161.1

果物 1991年 31.1 100.0 16.7 100.0 12.9 100.0 10.8 100.0 71.5

1993年 21.6 69.5 19.6 117.4 15.1 117.1 12.4 114.8 68.7

1997年 27.3 87.8 27.5 164.7 21.5 166.7 17.7 163.9 94.0

2000年 22.0 70.7 20.5 122.8 19.6 151.9 20.6 190.7 82.7

2004年 24.8 79.7 34.8 208.4 28.7 222.5 28.8 266.7 117.1

畜産物 1991年 39.1 100.0 52.0 100.0 72.1 100.0 64.6 100.0 227.8

1993年 39.8 101.8 58.2 111.9 79.5 110.3 74.4 115.2 251.9

1997年 42.6 109.0 66.0 126.9 81.3 112.8 73.3 113.5 263.2

2000年 49.3 126.1 78.0 150.0 91.7 127.2 80.6 124.8 299.6

2004年 41.4 105.9 83.1 159.8 95.7 132.7 80.2 124.1 300.4

魚介類 1991年 11.7 100.0 13.7 100.0 20.6 100.0 19.0 100.0 65.0

1993年 10.3 88.0 16.6 121.2 22.1 107.3 20.7 108.9 69.7

1997年 13.2 112.8 21.8 159.1 27.3 132.5 24.6 129.5 86.9

2000年 14.6 124.8 20.9 152.6 26.0 126.2 24.6 129.5 86.1

2004年 12.5 106.8 24.7 180.3 30.1 146.1 30.3 159.5 97.6

牛乳類 1991年 16.3 100.0 3.2 100.0 3.4 100.0 5.7 100.0 28.6

1993年 12.7 77.9 3.1 96.9 2.9 85.3 6.1 107.0 24.8

1997年 21.1 129.4 3.5 109.4 3.5 102.9 4.7 82.5 32.8

2000年 20.8 127.6 12.9 403.1 6.3 185.3 11.5 201.8 51.5

2004年 40.5 248.5 30.4 950.0 12.2 358.8 19.2 336.8 102.3

その他 1991年 109.6 100.0 167.1 100.0 190.2 100.0 181.6 100.0 648.5

1993年 97.7 89.1 150.2 89.9 180.7 95.0 172.7 95.1 601.3

1997年 111.0 101.3 152.8 91.4 185.5 97.5 182.6 100.6 631.9

2000年 109.9 100.3 155.6 93.1 182.1 95.7 176.7 97.3 624.3

2004年 98.3 89.7 159.7 95.6 193.4 101.7 192.3 105.9 643.7

資料：翟主編［7］より作成．

注：表中の項目のうち，①穀類，②野菜，③果物，④畜産物，⑤その他は，それぞれ翟主編［7］における①米および米製品
  と麺および麺製品，その他の穀類，②緑黄色野菜と淡色野菜，③果物と堅果，④豚肉とその他畜肉，動物の内臓，
  家禽肉，⑤芋類，干し豆類，豆製品，漬物，卵および卵製品，植物油，動物油，菓子類，砂糖・澱粉，食塩，醤油，
  みそ類，その他，の合算した数値である．

品目 年次
就学前児童 学童・青年 青年・壮年 中高年 合計

摂取量

学童・青年は 4つの年齢層の中で最も大き

な変化を示している．特に牛乳類の摂取指数

は他品目と比較して突出しており，1993年に

96.9 と若干低下するものの，1997 年 109.3，

2000年 403.1，2004年 950.0と特に 2000年以

降急激に上昇している 12．また，牛乳類以外

の品目についても 2004 年の摂取指数は果物

208.4，畜産物 159.8，魚介類 180.3となってお

り，これらの品目に対する嗜好性が高いこと

が分かる．その一方で，学童・青年において
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も前述のとおり穀類の摂取指数が低下してお

り，2004年における同指数は 81.2である．こ

のことから，学童・青年の食生活では畜産物

や魚介類，牛乳類の位置付けが高まっている

と捉えられる． 

青年・壮年では，果物と牛乳類の摂取指数

が特に上昇しており，2004年はそれぞれ222.5， 

358.8となっている．また，畜産物や魚介類に

ついても 2004年はそれぞれ 132.7，146.1とな

っている．これらのことから，畜産物や魚介

類，牛乳類については，学童・青年と比較す

ると低い嗜好性ではあるが上昇し，徐々に穀

類中心の食生活からは乖離しつつあると言え 

る． 

また，中高年についても青年・壮年と概ね

同様の傾向を示している．すなわち，果物と

畜産物，魚介類，牛乳類の摂取拡大で，2004

年の摂取指数はそれぞれ 266.7，124.1，159.5，

336.8となっている．特に果物と牛乳類につい

ては 2004年に顕著に上昇しており，各年から

みる摂取指数の上昇過程も類似している．よ

って，青年・壮年および中高年において摂取

品目の基本的構成については大きな差異がみ

られないと捉えられる． 

（2）各品目の摂取量増加を牽引する年齢層 

次に，各年齢層において比較的増加傾向が

みられた果物，畜産物，魚介類，牛乳類の摂

取量について，それぞれどの年齢層が摂取量

の増加を牽引しているのかについて明らかに

する． 

まず，果物の摂取をみると，合計摂取量は

1993 年と 2000 年に減少するものの，概ね増

加傾向にあると言える．1991年の合計摂取量

は71.5gであり，そのうち学童・青年は23.4％，

青年・壮年は 18.0％，中高年は 15.1％を占め

るに留まっていた．しかし，2004年の合計摂

取量は 117.1g と増加しており，そのうち学

童・青年は 29.7％，青年・壮年は 24.5％，中

高年は 24.6g といずれの年齢層も比率が高ま

っている．その一方で，上述のとおり，就学

前児童は 1991年には 43.5％を占めていたが，

その後減少し，2004年には 21.2％となってい

る．すなわち，果物の摂取については，主な

消費者が就学前児童から，学童・青年，青年・

壮年，中高年の 3年齢層へと移行し，近年は

とりわけ学童・青年が果実摂取量の増加を牽

引していると捉えられる． 

畜産物と魚介類の摂取については，注目す

べき点として学童・青年における摂取拡大が

挙げられる．畜産物の合計摂取量も増加傾向

にあり，1991 年の 227.8g から，2004 年の

300.4gへと増加している．そして，2004年の

摂取量をみると青年・壮年が95.7gと最多で，

学童・青年が 83.1g と続いている．しかし，

前述の摂取指数では青年・壮年が 132.7 に対

して学童・青年が 159.8となっており，学童・

青年が高い上昇率を示している．つまり，2004

年時点では青年・壮年が学童・青年よりも多

く摂取しているが摂取指数では両者は逆転し

ており，同年以降では学童・青年の摂取量が

青年・壮年を上回ることも想定される．また，

魚介類についても合計摂取量は 1991 年の

65.0gから 2004年の 97.6gへと増加している．

2004 年の合計摂取量のうち，就学前児童は

12.8％，学童・青年は 25.3％，青年・壮年は

30.8％，中高年は 31.0％となっており，学童・

青年は青年・壮年および中高年と比較すると

摂取量が少ない．しかし，2004年の摂取指数

では就学前児童の 106.8，青年・壮年の 146.1，

中高年の 159.5 に対し，学童・青年は 180.3

と高い増加率を示している．このことから，

魚介類も畜産物と同様に，2004 年以降に学

童・青年が最も摂取量の多い年齢層になるこ

とも考えられる．さらに，畜産物と魚介類を

比較すると，全ての年齢層において魚介類の

摂取指数が畜産物を上回っており，この点は

木下他［2］の成果と符合する．つまり本稿に
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より，木下他［2］に対して長期的には学童・

青年によって魚介類摂取量の増加が牽引され

ていき，同年齢層においても畜産物は魚介類

と比較すると緩慢な増加を示すと補足できよ

う． 

牛乳類の摂取増加については，2000と 2004

年において各年齢層とも大きな増加がみられ

る．1991年の摂取量は，就学前児童が 16.3g，

学童・青年が 3.2g，青年・壮年が 3.4g，中高

年が 5.7gであるのに対し，2004年はそれぞれ

40.5g，30.4g，12.2g，19.2gとなっている．牛

乳の摂取量が増加している点については，天

野他［1］や木下他［2］においても同様の指

摘がなされているが，本稿では年齢層をさら

に細分化した上で各年齢層の増加率の差異が

みられた 13．すなわち，特に学童・青年とい

った若年層における摂取量増加である．学

童・青年は 2004 年の牛乳類の摂取指数が

950.0 と他の年齢層を突出している．2004 年

の摂取量をみると学童・青年は就学前児童よ

りも少量である．しかし，増加率では就学前

児童が比較的緩やかな増加を示している一方，

学童・青年は 2000年と 2004年に急増してい

る．このことから，学童・青年が最も大きな

変化をみせており，現在の若年層が加齢とと

もに壮年・中高年になっていく過程で，牛乳

および乳製品のさらなる普及の牽引役となる

ことが推測される． 

以上から，先行研究において言及されてい

る動物性タンパク質の摂取拡大は全ての年齢

層に該当するのではなく，また該当する各年

齢層においても普及度は異なることが判明し

た．さらに，先行研究では明らかにされてい

なかった果物についても，就学前児童以外の

年齢層では全て摂取が拡大している．経済発

展により一部の消費者では従来の穀類と野菜

から，畜産物をはじめとする動物性タンパク

質が中心の食生活へと変容しつつあり，果物

の摂取も拡大している．そして，これらの特

徴について特に顕著なのが学童・青年である

と言えよう． 

（3）学童・青年の地域・所得階層別差異 

（1）と（2）の内容をもとに各品目の摂取

量の推移について地域間・所得階層間でどの

ような差異がみられるのかについて明らかに

する． 

表 6 は，4 つの年齢層の中で最も摂取量の

変化が大きかった学童・青年の摂取量の変化

を地域別に表したものである．この表から

2004 年は 1991 年と比較すると，都市部では

果物，畜産物，魚介類，牛乳類といった摂取

品目の拡大が顕著にみられる一方で，農村部

ではこれらの品目の拡大は比較的小さいこと

が分かる．また，都市近郊の摂取量は都市部

と農村部の中間に位置していることから，都

市部から都市近郊を経て農村部へと動物性タ

ンパク質の摂取が拡大していると捉えられる．

しかし，2004年時点で農村部への動物性タン

パク質の浸透は微少であり，依然として従来

の穀類・野菜中心の食生活が大部分を占めて

いる．特に野菜の摂取量をみると，1991 年

277.8g から 2004 年 315.1g へと概ね増加傾向

を示している．つまり，都市部と農村部とで

は，動物性タンパク質を中心とした食生活の

受容度には依然として顕著な差異があり，都

市部では動物性タンパク質が総摂取量の増加

を牽引しているが，農村部では動物性タンパ

ク質の位置付けは低く都市部のような状況に

は至っていない． 

さらに，所得階層による摂取品目の差異に

ついても述べる．表 7は学童・青年の摂取量

の変化を所得階層別に表したものである．こ

の表から，所得階層によっても摂取量が異な

っていることが分かる．高所得者層では果

物・畜産物・魚介類の摂取量が増加している

が，穀類や野菜は減少している．しかし，低

所得者層では高所得者層とは異なり，果物・
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畜産物・魚介類の摂取量は少ない状況で推移

し，野菜の摂取量が増加している．そして，

中所得者層の摂取品目構成は両所得者層の概

ね中間の特徴を示している．このことから，

所得階層が上がるにしたがって，穀類・野菜

中心の食生活から乖離する傾向にあると捉え

られる． 

また，表 6と表 7を比較すると，都市部と

高所得者層が，農村部と低所得者層がそれぞ

れ類似した傾向を示しており，両地域におい

て比較的多く存在している所得階層が反映さ

れたと考えられる．今後，従来からの穀類・

野菜中心の食生活に堅持する農村部の低所得

者層と動物性タンパク質を多量に摂取する都

市部の高所得者層における主な摂取品目構成

の差異がさらに拡大していくのか，均一化し

ていくのかについては別途検討する必要があ

ろう． 

表6 学童・青年の1人1日当たり摂取量の地域別推移  単位：g 

摂取量 摂取指数 摂取量 摂取指数 摂取量 摂取指数 摂取量 摂取指数

穀類 1991年 452.1 100.0 459.5 100.0 478.8 100.0 467.0 100.0

1993年 357.0 79.0 406.2 88.4 414.9 86.7 469.3 100.5

1997年 351.7 77.8 393.0 85.5 408.0 85.2 432.6 92.6

2000年 319.3 70.6 283.1 61.6 368.8 77.0 391.6 83.9

2004年 338.9 75.0 353.0 76.8 361.7 75.5 398.4 85.3

野菜 1991年 290.5 100.0 263.3 100.0 292.8 100.0 277.8 100.0

1993年 227.8 78.4 314.6 119.5 224.3 76.6 302.2 108.8

1997年 240.8 82.9 304.7 115.7 252.1 86.1 258.7 93.1

2000年 257.1 88.5 293.5 111.5 221.2 75.5 295.2 106.3

2004年 238.3 82.0 295.2 112.1 251.0 85.7 315.1 113.4

果物 1991年 32.7 100.0 11.3 100.0 14.3 100.0 15.1 100.0

1993年 35.6 108.9 25.6 226.5 12.4 86.7 17.1 113.2

1997年 66.9 204.6 69.7 616.8 17.3 121.0 8.5 56.3

2000年 54.5 166.7 20.2 178.8 28.7 200.7 12.6 83.4

2004年 76.8 234.9 53.0 469.0 36.6 255.9 20.2 133.8

畜産物 1991年 58.9 100.0 47.8 100.0 44.4 100.0 53.7 100.0

1993年 122.4 207.8 75.3 157.5 75.8 170.7 39.5 73.6

1997年 130.2 221.1 82.4 172.4 84.7 190.8 43.7 81.4

2000年 137.4 233.3 105.3 220.3 103.3 232.7 51.9 96.6

2004年 144.7 245.7 107.0 223.8 104.2 234.7 57.7 107.4

魚介類 1991年 18.9 100.0 11.5 100.0 13.3 100.0 13.2 100.0

1993年 26.5 140.2 27.3 237.4 19.7 148.1 11.5 87.1

1997年 35.6 188.4 31.1 270.4 22.3 167.7 16.0 121.2

2000年 30.2 159.8 28.6 248.7 23.0 172.9 16.4 124.2

2004年 37.0 195.8 26.8 233.0 29.5 221.8 20.3 153.8

牛乳類 1991年 5.0 100.0 3.2 100.0 3.6 100.0 2.7 100.0

1993年 17.6 352.0 4.7 146.9 3.7 102.8 0.3 11.1

1997年 19.7 394.0 4.6 143.8 2.6 72.2 0.2 7.4

2000年 50.4 1008.0 26.1 815.6 18.4 511.1 0.5 18.5

2004年 85.2 1704.0 53.5 1671.9 63.2 1755.6 3.3 122.2

その他 1991年 149.3 100.0 181.9 100.0 141.8 100.0 174.4 100.0

1993年 140.1 93.8 135.5 74.5 139.2 98.2 158.1 90.7

1997年 189.9 127.2 161.8 88.9 148.3 104.6 143.3 82.2

2000年 179.7 120.4 163.5 89.9 153.7 108.4 149.2 85.6

2004年 191.9 128.5 161.7 88.9 165.1 116.4 151.5 86.9

資料：翟主編［7］より作成．

注：表中の項目のうち，①穀類，②野菜，③果物，④畜産物，⑤その他は，それぞれ翟主編［7］における

　　①米および米製品と麺および麺製品，その他の穀類，②緑黄色野菜と淡色野菜，③果物と堅果，
　　④豚肉とその他畜肉，動物の内臓，家禽肉，⑤芋類，干し豆類，豆製品，漬物，卵および卵製品，
　　植物油，動物油，菓子類，砂糖・澱粉，食塩，醤油，みそ類，その他，の合算した数値である．

品目 年次
都市部 都市近郊 県行政府の所在地 農村部
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表7 学童・青年の1人1日当たり摂取量の所得階層別推移            単位：g 

摂取量 摂取指数 摂取量 摂取指数 摂取量 摂取指数

穀類 1991年 425.3 100.0 464.2 100.0 507.0 100.0

1993年 388.1 91.3 442.6 95.3 472.1 93.1

1997年 377.8 88.8 412.4 88.8 433.5 91.8

2000年 343.8 80.8 373.0 80.4 401.5 92.6

2004年 337.1 79.3 381.9 82.3 401.6 100.0

野菜 1991年 273.1 100.0 282.6 100.0 282.5 100.0

1993年 269.6 98.7 293.2 103.8 290.6 102.9

1997年 255.8 93.7 275.3 97.4 260.2 89.5

2000年 267.3 97.9 276.1 97.7 291.3 112.0

2004年 261.2 95.6 280.7 99.3 325.2 111.6

果物 1991年 23.2 100.0 16.1 100.0 10.8 100.0

1993年 33.1 142.7 22.1 137.3 9.3 86.1

1997年 42.1 181.5 28.1 174.5 18.7 201.1

2000年 35.5 153.0 20.2 125.5 11.7 62.6

2004年 60.0 258.6 30.5 189.4 21.8 186.3

畜産物 1991年 68.6 100.0 55.0 100.0 32.3 100.0

1993年 93.5 136.3 61.8 112.4 33.4 103.4

1997年 109.5 159.6 70.0 127.3 38.0 113.8

2000年 111.3 162.2 83.0 150.9 53.2 140.0

2004年 118.1 172.2 84.1 152.9 59.5 111.8

魚介類 1991年 22.2 100.0 12.2 100.0 7.0 100.0

1993年 28.3 127.5 17.4 142.6 8.7 124.3

1997年 36.4 164.0 22.8 186.9 12.7 146.0

2000年 32.5 146.4 19.5 159.8 15.2 119.7

2004年 36.4 164.0 26.5 217.2 15.5 102.0

牛乳類 1991年 7.8 100.0 1.6 100.0 0.4 100.0

1993年 8.3 106.4 2.8 175.0 0.2 50.0

1997年 11.9 152.6 1.7 106.3 0.3 150.0

2000年 27.5 352.6 14.4 900.0 2.7 900.0

2004年 68.0 871.8 23.9 1493.8 11.3 418.5

その他 1991年 146.0 100.0 156.2 100.0 199.6 100.0

1993年 158.7 108.7 150.0 96.0 145.0 72.6

1997年 175.5 120.2 153.1 98.0 138.9 95.8

2000年 168.3 115.3 154.5 98.9 149.3 107.5

2004年 183.1 125.4 159.1 101.9 145.3 97.3

資料：翟主編［7］より作成．

注：表中の項目のうち，①穀類，②野菜，③果物，④畜産物，⑤その他は，それぞれ翟主編［7］
　　における①米および米製品と麺および麺製品，その他の穀類，②緑黄色野菜と淡色野菜，
　　③果物と堅果，④豚肉とその他畜肉，動物の内臓，家禽肉，⑤芋類，干し豆類，豆製品，漬物，
　　卵および卵製品，植物油，動物油，菓子類，砂糖・澱粉，食塩，醤油，みそ類，その他，
　　の合算した数値である．

品目 年次
高所得者層 中所得者層 低所得者層

2．．．．摂取場所摂取場所摂取場所摂取場所からみるからみるからみるからみる各年齢層各年齢層各年齢層各年齢層のののの変容変容変容変容

ここでは摂取場所の変化について， 馬他主

編［8］をもとに，各年齢層がそれぞれどこで

食事をしているのかを明らかにしていく． 

（1）都市部と農村部における摂取場所の年齢

層別差異 

図 1 は都市部と農村部における朝食・昼

食・夕食の摂取場所を年齢層別に表したもの
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である．この図をみると，都市部と農村部の

3 食とも家で食事をする比率は若年層では比

較的低く，年齢層が上がるにしたがって高く

なっている．特に若年層に注目すると，家で

食事をする比率は都市部の方が低いことが分

かる．また都市部においては，家で食事をす

る比率が朝食・昼食・夕食で異なり，昼食時

が最も低い．その一方で，朝食および昼食時

には，それぞれレストランまたは街頭の屋台，

社員食堂で食事をする比率が比較的高い． 
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弁当 レストランまたは街頭の屋台 社員食堂 家

農村部（夕食）

図1 都市部と農村部における各年齢層の3食摂取場所の比率 

資料：馬他主編［8］より作成．

このことから，外食率は都市部若年層の昼食

時において特に高まっていると言えよう．土

屋［6］では，都市部と農村部の摂取場所が

比較されているが，いずれにおいても 3食と

も家で食事をする場合が多いと推測されて

いる 14．ただし，この成果が依拠したアンケ

ート調査の主な対象者は小中学生（8～13歳）

となっており，年齢層をみると馬他主編［8］

よりもさらに若年の年齢層を対象としてい

る．つまり，本稿では小中学生より上の年齢

層の摂取場所について，土屋［6］で指摘さ

れている傾向も一部ではみられるが，それだ

けではなく年齢層・地域によって異なること

が判明した． 
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（2）都市部の各規模における摂取場所の年齢

層別差異 

次に都市部における 3食の摂取行動につい

て，さらに都市の規模を細分化しそれぞれの

傾向について明らかにする． 

図 2は都市部を大都市と中小都市に分けて

それぞれにおける朝食・昼食・夕食の摂取場

所を表したものである．大都市と中小都市を

比較すると，特に昼食において両者の差異が

顕著にみられる．大都市の若年層では家で食

事する比率が低く，特に 15～19歳においては

46.4％に留まっている．その一方で，社員食

堂で食事をする比率は 15～19歳では 41.1％，

20～24歳では 42.4％と高くなっている．水野

［9］，水野［10］，水野［11］では，地方や

中小都市だけではなく大都市において家族全

員が揃って食事をすることが一般的であると

指摘されている．しかし本稿からは，大都市

と中小都市において一元的に家族全員が揃っ

て食事をすることが一般的とは言えず，大都

市では社員食堂を利用する若年層が少なくな

いことが分かる． 
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図2 大都市と中小都市における各年齢層の3食摂取場所の比率 

資料：馬他主編［8］より作成． 
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図 1と図 2は摂取場所について 3食を個別

に検証したものであり，3 食全て家で摂取す

る比率をみた場合は図 3のとおりとなる．こ

の図から，都市部と農村部の差異は特に若年

層において顕著であり，年齢層が上がるにし

たがって同じ水準になる傾向にある．この要

因としては次の 2 点が考えられる．1 つは，

加齢に伴い，結婚などによる家族構成の変化

や身体的衰えによって個人の生活が影響を受

ける点である．この場合，馬他主編［8］にお

いて比較的高い外食比率を示している若年層

も，加齢によって摂取場所は家へと変化して

いくと考えられる．もう 1つは，社員食堂や

レストランの充実といった経済発展に伴う外

的要因による食生活の変化である．農村部で

は社員食堂やレストランといった施設が比較

的少ない一方，大都市では同様の施設が充実

しており，若年層ではこれらの施設の利用比

率・受容度が高い状況にあることも考えられ

る．若年層の受容度が要因である場合には，

現若年層は高い外食率を維持した状態で中高

齢層へと移行していく．このようにどちらに

起因するものなのかによって，今後の年齢層

ごとの摂取場所の変化は大きく異なる． 
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図3 1日において3食全て家庭内で食事をする各年齢層の比率 

資料：馬他主編［8］より作成． 

ⅤⅤⅤⅤ．．．．おわりにおわりにおわりにおわりに

本稿では翟主編［7］と馬他主編［8］の結

果から，中国における食生活の変容について

先行研究で明らかにされている内容を修正・

補足した．先行研究では，アンケート調査に

おいて特定の年齢層を対象として年齢層ごと

の差異には注目していないものが少なくなく，

当該年齢層における特徴を示しているに留ま

り，他の年齢層への一般化は困難となってい

た．そのため，本稿で年齢層ごとの食生活の

特徴について比較し，食生活に関する特徴（摂

取品目・摂取場所）について，どの年齢層が

変容を牽引しているかを明らかにした． 

本稿においても動物性タンパク質の摂取量

の増加がみられたものの，その増加傾向は年

齢層・地域によって異なることが新たに判明

した．若年層で都市部の高所得者層に位置し

ている消費者においては，果物や畜産物，魚

介類，牛乳類の摂取が拡大しており，このこ

とから動物性タンパク質中心の食生活へと移

行していると言える．すなわち，上記関連製

品を取り扱う食品企業にとっては市場拡大が

比較的容易な環境が生まれていると言えよう．

その一方で，農村部および低所得者層では依

然として穀類と野菜が中心の食生活が堅持さ

れている．今後，都市部から農村部へ，高所

得者層から現在の低所得者層へ，それぞれ動

物性タンパク質中心の食生活が拡大していき，

それとともに食品企業が農村部・低所得者層

まで販路を拡大できるか否かについては，低

所得者層の所得の推移などが大きく影響する

と考えられるため，長期的に検証していくこ

とが必要になる． 

また，摂取場所についても大都市や若年層

では社員食堂など外食率が高いが，農村部や
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高齢者層では大部分が家で食事している．こ

の点について本稿では，加齢に伴い摂取場所

が変化している要因として，家族構成の変化

や身体的衰えが個人の生活に影響を与えるこ

とと，外食文化の受容度が年齢層ごとで異な

ることの 2つの可能性を指摘した．いずれの

要因にしても，現時点において，特に外食産

業などへ出荷する業務用製品については，大

都市の若年層において需要が高いと捉えられ

よう． 

本稿で検証した両側面から，若年層に注目

すれば，動物性タンパク質の摂取量が急増し，

外食率も比較的高いという特徴が導き出され

た．その一方で，高齢層は前者について若年

層ほどの急増はみられず，後者も低い．これ

らのことから動物性タンパク質摂取量の増加

の一因として外食率が関係している可能性も

指摘できる．今後，食品企業は動物性タンパ

ク質関連製品を取り扱う企業を中心として，

大都市での高所得者層と若年層をターゲット

に販売量を拡大させていくと推察される．ま

た，大都市での販売に際しては，外食産業へ

の販路も重要な位置づけとなろう．中国市場

での競争は激化しており，販路拡大を図る企

業にとっては，本稿でみた年齢層・所得階層・

地域別の差異から主な需要者を把握し製品戦

略を構築することがさらに重要になっていく

と考えられる． 

脚注脚注脚注脚注＊＊＊＊

1 愛知大学国際中国学研究センターICCS 研究

員． 

2 東京農業大学国際食料情報学部教授． 

3 談他［5］，土屋［6］，水野［9］，水野［10］，

水野［11］などが挙げられる． 

4 水野［12］，水野［13］，水野他［14］など

が挙げられる． 

5 天野他［1］，木下他［2］，須藤［3］，須

藤［4］などが挙げられる． 

6 水野［9］，水野［11］では，時間的余裕が

発生する背景には，生活手段の大部分が公有

であることが挙げられるとしている．つまり，

従業員は職場近辺に住宅を配置されるため，

仕事と家庭の場が生活環境としてほぼ一体

化されていると指摘している． 

7 水野［13］p.133からの引用． 

8 一部の先行研究では，動物性タンパク質の摂

取拡大を「食の洋風化」と表現している．し

かし，「食の洋風化」と表現した場合，その

摂取内容には，パンやスパゲッティなど動物

性タンパク質以外の品目の摂取拡大も含め

るとも解釈できる．そのため本稿では，摂取

品目にも注目するため動物性タンパク質の

摂取拡大という表現で統一する． 

9 ただし，1989 年については後述する学童・

青年と中高年に関する数値が同書に記載さ

れていないことから本稿では除外する． 

10 同書によると，アンケート調査は当初，遼

寧省，江蘇省，山東省，河南省，湖北省，湖

南省，広西チワン族自治区，貴州省を対象と

していた．しかし，1997 年に遼寧省に代わ

り黒龍江省が対象になり，その後 2000年に

再び遼寧省が調査対象となったことから，調

査対象省は 8省・自治区から 9省・自治区へ

と増加した． 

11 馬他主編［8］では農村部については，さら

に一類農村，二類農村，三類農村，四類農村

と細分化されているが，本稿では大きく都市

部と農村部の差異に注目するため，これら 4

種の農村類型を農村部として一括する． 

12 牛乳類の摂取拡大の要因としては，天野他

［1］でも言及されているように，1990年代

後半からの牛乳消費奨励の広告活動と，児童

の栄養改善を目的とした 2001 年からの「学

生饮用奶计划（スクールミルク計画）」（http:// 

www.moe.edu.cn/edoas/website18/31/info431.ht 
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m）施行による小中学生に対する牛乳支給も

挙げられると考えられる． 

13 天野他［1］では，山東省と重慶市において

親世代（30～40代）と子世代（8～9歳）と

対象を限定した上でアンケート調査を実施

している． 

14 土屋［6］ではアンケート調査対象となった

農村の一部において摂取場所が無回答であ

ったことから，調査結果上は摂取場所につい

て不明の比率が高くなっている． 
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再編進再編進再編進再編進むむむむ国際鉄鋼業国際鉄鋼業国際鉄鋼業国際鉄鋼業

―二人二人二人二人のののの鉄鋼王鉄鋼王鉄鋼王鉄鋼王をををを通通通通じてじてじてじて―

納富義納富義納富義納富義宝宝宝宝 1

要旨要旨要旨要旨

国境を越え二人の男が鉄鋼産業発展史を塗り替えようとしている．一人がインド人のラ

クシュミ・ミッタルで，もう一人が中国人の沈文栄である．かつて「鉄は国家なり」とい

われ，鉄鋼会社は国の枠を超えることがなかった． 

しかし，ソ連邦崩壊後，「経済のグローバル化」の波は国境を越え，資本の論理が最優

先し，企業の買収と合併により世界の鉄鋼産業は再編過程にある．ミッタルは小さな鉄工

場から，沈は農民から一代で鉄鋼王にのし上がった人物である．ミッタルは企業合併・買

収（M&A）を繰り返し世界最大の鉄鋼会社を一代で築いた．沈は装置産業といわれる鉄鋼

設備を丸ごとドイツから移設し，中国民営鉄鋼企業の総裁となり，日本では考えられない

出来事をやってのけた． 

一方，日本鉄鋼産業の成長パターンは，基本的には国内需要が拡大する中で，設備投資

を行い，最新の技術を取り入れ，たゆまぬコストダウンで国際競争力をつけてきた．そし

て，国内企業の大型合併はあっても，外国企業からの買収など経験したことはなかった． 

かつて日本は鉄鋼王国であったが，現在は影を潜め，ミッタルはアルセロールを買収し，

世界一の鉄鋼業になり，そして，中国は世界粗鋼量の 45%を生産する． 

ここでは短期間に鉄鋼業を大きくした二人の鉄鋼王の足跡を追いながら今後の鉄鋼

産業の発展形態を考察する． 

キーワードキーワードキーワードキーワード：：：： ラクシュミ・ミッタル，沈文栄，経済のグローバル化，世界鉄鋼再編，Ｍ

＆Ａ 

はじめにはじめにはじめにはじめに

国境を越え二人の男が鉄鋼産業発展史を

塗り替えようとしている．一人がインド人の

ラクシュミ・ミッタルで，もう一人が中国人

の沈文栄である．ミッタルは小さな鉄工場か

ら，沈は農民から一代で鉄鋼王にのし上がっ

た人物である．二人とも決断力に優れ，時代

を先読みすることに長けていた．グロバリー

ゼーションの大きなうねりは，古い秩序では

もはや抑えることができないある一種の空

白ができたかのように，国境を超えて企業買

収が行われていった．日本の高炉メーカーは

社歴 100 年以上を要して，発展してきたが，

二人にはその常識は当てはまらず，全く異質

な発展形態をたどる．M&A や中古設備の買

取りで時間の節約と人材の確保というメリ

ットを最大限に生かし企業を大きくした．人

種や宗教の異なる地域で企業運営が簡単に

論文 
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いくとは思えないが，確実に企業は再生して

いるという．政治制度の垣根を越えて企業合

併や技術移転が進んでいる．中国では経済の

改革開放で低品位の鋼材需要が存在し，新し

い法制度が確立するまでの無法地帯が存在

したかのような出来事である．日本の高炉メ

ーカーは製銑・製鋼・圧延を統合した銑鋼一

貫企業として成長した．又，製鋼メーカーは

スクラップを溶解して鋼材を生産してきた．

中国鉄鋼業は銑鋼一貫企業があると思えば，

一方では小型高炉で製銑だけをやる企業や

電炉で製鋼に特化した企業，そして鋼塊を加

熱して鋼材を圧延して鋼材を生産する企業

がモンゴルを除く各地に多数存在する． 

鉄鋼産業は，かつて「鉄は国家なり」とい

われるように国の産業政策と結びついて発

展してきた．鉄鋼産業は技術の塊であり，長

年の技術の蓄積で今日があり，その延長線で

しか企業の拡大は展望できなかった．ところ

が中国では，日本での製銑・製鋼・圧延とい

った各工程が一つの企業として成り立って

いる．そして，世界では，いとも簡単に重工

業の鉄鋼業が買収され大きくなっている．こ

うした従来の常識では考えられなかった出

来事が起こっている．ここでは短期間に鉄鋼

業を大きくした発展経緯と二人の鉄鋼王の

足跡を追いながら今後の鉄鋼産業の発展形

態を考える． 

ⅠⅠⅠⅠ．．．．ミッタルミッタルミッタルミッタルのののの攻勢攻勢攻勢攻勢

1．．．．勢勢勢勢いいいい付付付付くくくく中国粗鋼生産中国粗鋼生産中国粗鋼生産中国粗鋼生産とととと沙鋼製鉄所沙鋼製鉄所沙鋼製鉄所沙鋼製鉄所

 世界の粗鋼生産は年間 12 億トンの時代を

迎えている．平均すれば月間 1 億トンの計算

になる．粗鋼生産は 1974 年から 25 年間続い

た 7 億トン時代から，2006 年の上半期に 5 億

9,751 万トンの生産実績を記録した．その原動

力となっているのが中国で，現在中国の生産

能力は，2005年末で4億7,000万トンとあり，

更に建設中の設備が 7,000 万トンと計画の

8,000万トンを合計すれば6億 2,000万トンの

生産能力を有することになる2．いくら経済発

展が急成長しているとはいえ実需がついてき

ている訳ではない．実需は 2005 年末で 1 億

6,000 万トン超過していると言われているの

で，実際は 4 億 6,000 トンになる．そこで中
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国政府はこの過剰な生産能力に対して，粗鋼

能力を 4 億トンに制限する方針を発表してい

るが，中央と地方との利害関係は面従腹背の

関係にあり今のところ生産に歯止めがかかっ

ていない．中国の鉄鋼生産量は，1993 年以来

急速な拡大を遂げている．そして，1996 年に

は日本を抜いて，1 億トンを突破してくるよ

うになった（図-1）． 

2010年の粗鋼生産量は 6億 2千万トンを超

えて，その世界シェアーは 44%と高い水準を

占めるに至っている（表-1）． 

リーマンショック後，世界主要国が粗鋼生

産を減らしたが，中国はさほど影響を受ける

ことなく，順調に生産量を伸ばしている．だ

が，中国の「鉄鋼産業発展政策」は鉄鋼生産

の非効率な資源・エネルギー消費の見直し，

鉄鋼業の配置調整と規模拡大による集約化を

促進し国際競争力強化を目指している． 

中国の大手鉄鋼業の多くは「国営企業」が

多い中で，沙鋼製鉄所は「民営企業」として

発展している．その軌跡を見てみると，1975

年に自己資金 45 万元を投資して会社を設立．

1976 年に最初の 3 トン電気炉を導入し，社名

も沙州県鋼鉄厰と改名し，1983 年には沙州県

冶金工業公司に移管され独立した製鉄所とし

て産声を上げた．そして，1986 年に沙州県の

市制施行により張家港市鋼鉄厰に改称され，

その後 1992 年に蘇洲沙鋼集団に改組された．

沙鋼製鉄が飛躍のきっかけをつかんだのが，

当時，建設ラッシュであった住宅の窓枠を鋼

鉄で生産することに成功したことであった．

沙鋼はこうにして，「短流信」（ミニミル）

と呼ばれる電炉メーカーとしての基礎を固め

ていった3．1992 年には法人格を有する関係

機関を集めて，張家港市鋼鉄厰を中核企業と

する江蘇沙鋼集団を編成して今日に至ってい

る． 
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2010 年の沙鋼製鉄所の粗鋼生産量は 3,000

万トンを超え，中国国内では 5 位に位置して

いる（表-2）． 

2．．．．国境国境国境国境をををを越越越越えたえたえたえたミッタルミッタルミッタルミッタルのののの戦略戦略戦略戦略

 鉄鋼産業は世界的に再編過程にあり世界最

大規模のミッタル・スチールとアルセロール

は 2006 年 6 月 25 日，正式に合併すると発表

した．新会社は毎年粗鋼 1 億 2000 万トンを生

産し，その量は世界のおよそ 10％に達し，32

万人強の従業員を抱え，他の鉄鋼会社をはる

かに引き離すことになる．買収額は４兆円規

模で，統合効果は 16 億ドル（1,870 億円）が

見込まれていた．そして合併後の正式会社名

は「アルセロール・ミッタル」となった． 

アルセロールはヨーロッパを代表する鉄鋼

会社で，フランス（Unisor），ルクセンブル

グ(Arbed)，スペイン(Aceralia)の鉄鋼３社が合

併してできた会社であった．それをミッタル

が買収したことにより，世界 27 カ国で，61

製鉄所・工場を有する超巨大企業が誕生した． 

合併統合の効果としてミッタル・スチール

は，アルセロールの自動車用鋼板などの高付

加価値製品の製造技術を手に入れることがで

きた．一方，アルセロールのヨーロッパ工場

では，ミッタル・スチールから供給される安

価な鋼材を確保できる効果がある．これまで

アルセロールは，ベルギー，フランス，旧東

ドイツの古い高炉で生産している鉄源には価

格競争力がないと指摘されていたので，将来

はこれらの製鉄所を休止させ，ブラジルの工

場からスラブを供給する構想を持っていた．

ところがミッタル・スチールは鉄鉱石の利権

を持ち高炉部門で余裕のある上工程をもって

いた． 

そこでアルセロールは，今回の合併でミッ

タルの所有するカザフスタン，ウクライナ，

メキシコなどの製鉄所で生産した鉄源に置き

換えると，コスト競争力は格段に改善する4．

アルセロールの工場に鉄源を供給するための

鉄鉱石は，相当部分自前で保有しており，相

互補完的である．ミッタルの強みは製鉄所の

グローバルな展開と自前の鉄鉱石保有である．

鉄鉱石はほぼ 100％自社系列の鉱山から調達

できる．アルセロールは鉄鉱石の商権を売却

しているので，これも補完できる． 

 鉄鋼原料を海外に 100％近く依存する日本

と違って，ミッタルは製鉄所だけではなく，

鉄鉱石，炭鉱，発電所などを所有した鉄鋼会

社を買収する．例えば，カザフスタンにある

巨大な鉱物資源に恵まれた製鉄会社カルメ

ト・スチールは，専用の炭鉱（15 億トン）と

鉄鉱山（17 億トン）があり，更には巨大な高

炉，コークス炉，各種圧延設備，とそれを動

かす動力としての火力発電所などを備え持っ

ていた．それまでミッタルは小規模製鋼所し

か持っていなかったが，この巨大製鉄所を手

に入れた結果，巨大高炉鉄鋼マンの仲間入り

をすることが出来た5． 

ミッタルは鉄屑を主原料とする「電炉工場」

からＭ＆Ａによって，30 年も経たずに世界一

の製鉄業になった．この発展は 19～20 世紀に

かけてイギリス，ドイツ，アメリカなどの先

進国の鉄鋼業で発展してきた歴史とは全く異

質な発展形態をたどっている． 

3. ミッタルミッタルミッタルミッタルのののの出自出自出自出自

ミッタル・スチール会長の名前はラクシュ

ミ・ミッタルで，ＣＦＯ（最高財務責任者）

を務めるのが子息のアディヤ・ミッタル氏で

ある．ラクシュミ・ミッタルの父親はモハン・

ミッタルといい，1940 年代に鉄スクラップ業

を創業した．モハン・ミッタルは若い時期に

パキスタンのカラチでスクラップヤード業者

としてスタートを切った．その後インドに移

りカルカッタで伸鉄材を使って伸鉄丸棒を生

産した．それで成功したモハン・ミッタル氏

は，今度はビシャカパトナムで電炉一貫によ
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る丸鋼生産を開始して財を成し，バンガロー

ルなど２ヵ所に工場を建設した．棒鋼生産で

鉄鋼業者となったモハン・ミッタル氏は，更

に事業の拡大を目指したが，当時のインドで

は設備投資の規制が厳しく具体化できなかっ

た． 

上昇志向の強いモハン・ミッタル氏はイン

ドを去り，拡大の夢を抱いてインドネシア移

った．そこでＰＴイスパット・インドを 1976

年に設立．後にアメリカインランド・スチー

ルを買収することになるイスパットのルーツ

である．スクラップ業者から伸鉄業，そして

電炉一貫と成長していく過程は，戦後日本の

鉄鋼産業の勃興期で見られた，創業鉄鋼業の

動きと軌を一にする成長神話である． 

モハン・ミッタル氏は，日系電炉メーカー

の技術力に対する強い志向があった．現実に，

日系電炉メーカーに技術の習得に出向いたと

の逸話も伝わっている．象徴的な話として，

再びインドで設立した社名は「ニッポン・デ

ンロ・イスパット」という社名になっている．

技術力の高い日本ブランドが欲しかったので

あろう．日本鉄鋼業に対する思い入れが窺が

えると同時に技術に対する強い志向はこの時

代に養成された可能性が高い． 

そしてこの技術に対する信仰は，鉄源にＤ

ＲＩ（直接還元鉄）設備を積極的に導入する

路線を誘引した．当時のＤＲＩ導入は賭けに

近い部分もあった．そして賭けに勝ったミッ

タルの成功体験とも言われている．技術力の

向上は，コスト削減と生産性アップをもたら

した． 

伸鉄―電炉―高炉一貫製鉄所への飛躍は，

1994 年のカザフスタンで実現する．ソビエト

崩壊後の混乱で経営不振に陥ったカルメット

スチールを僅か1,100万ドルの現金で買収し，

負債5,000万ドルの継承を条件に引き継いだ．

年産能力 650 万㌧の高炉一貫を一気に系列化

し，買収後一年で黒字化する．黒字化への道

は要員削減と生産増がポイントとなっている．

同時に現場へのインセンティブも配慮したと

いわれている． 

カルメットスチールは魅力に溢れていた．

専用の炭鉱（15 億トン）と鉄鉱山（17 億トン）

を持ち，更に 3 基の巨大高炉，コークス炉，

板用鋼片圧延機，熱・冷延機，電気錫メッキ，

自動車用亜鉛メッキの各設備とそれらに動力

を供給する火力発電所を所有していた6．この

工場を手に入れれば，巨大高炉への仲間入り

が果たせるとミッタルは喜んだ． 

 カザフスタンでの鉄鋼メーカーの買収手法

がその後も踏襲される．その方法とはロシア

語のできるインド人経営陣を送り込み，買収

時の支払い資金を極力圧縮し，同時に累損を

継承する．そして短期間で一気に黒字にする

方法である7． 

4. 鉄鋼王鉄鋼王鉄鋼王鉄鋼王へのへのへのへの道道道道のりのりのりのり

 ミッタルが「鉄鋼王」への道を歩き始めた

のは 1976 年からである．故郷のインドからイ

ンドネシアに本拠地を移してのことだった．

インドネシアで鉄鋼業を起こし，1989 年から

拡大路線に踏み出していく．カリブ海のトニ

ダート・ドバコの政府系鉄鋼会社を買収して

経営再編に成功した．これを皮切りに次から

次へと企業買収を仕掛けて，規模の拡大を続

ける．1992 年にメキシコ，1994 年にカナダ，

1995 年にドイツ，カザフタン，1997 年に再び

ドイツ（2 件），1998 米国，1999 年にフラン

ス，2001 年アルジェリア，ルーマニア，2003

年にチェコの旧国営企業などを買収して経営

の建て直しは図っていく．2004 年にはポーラ

ンド，ボスニア，ヘルツェゴビナ（2 件），

ルーマニア（3 件），南アフリカ，2005 年中

国，米国，ウクライナ，2006 年にルクセンブ

ルク，2007 年 4 月に鉄鉱石の鉱山を持つメキ

シコの鉄鋼大手の買収を完了．経営不振に陥

った鉄鋼メーカーを買収して企業再編してい
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く方法は，はじめにインド人の「特殊部隊」8

を派遣して経営陣を入れ替え，資金を投入す

る．そして滞った支払いを再開し取引先との

関係を正常化して，本業以外の売却や人員削

減を断行，こうした経営再建・企業改革のノ

ウハウを確立しているという9． 

1990 年代後半，欧州は崩壊したソ連圏の老

朽製鉄所からの安価な製鉄所と安い輸入鋼材

の波に晒され不況の嵐が襲っていた．設備調

整と西側諸国での国営化による囲い込みで，

その救済策に洩れた工場の身売り話が続出し

ていた．そうした状況下イスパットグループ

は巧妙に買収を仕掛けた． 

1997 年のテッセン子会社買収に続き，1999

年にユジノール（当時）の子会社・ユニメタ

ルなど 3 社を買収．当時のユジノールは川崎

製鉄との関係が強く，全社的に薄板特化戦略

を強化していて，低付加価値の条鋼品はリス

トラの対象になっていた．ミッタル一族は，

このユジノールの子会社買収で，再び高い技

術と高級品市場に出会うことになる．アルセ

ロール買収の契機はこのときに芽生えたと思

われる．そして 1998 年のアメリカ，インラン

ドスチールの買収に走る．当時のインランド

は年間 570 万㌧の生産量で，日本の新日鐵は

ここからホットコイル 100 万㌧を購入し，IN

テック（冷延），IN コート（CG）で自動車

用鋼板を生産していた．この段階で，粗鋼は

2,000 万㌧を超えた．この突然の買収劇は新日

鐵も知らなかった．買収金額は 14 億ドルと言

われていたが，実際に支払われたのは 9 億ド

ルである．残りは累損継承というおなじみの

方法である．このときにまだ 5 億ドル強の余

剰資金があり，余勢をかつてナショナルスチ

ールの買収も打診している． 

その後，旧ソ連圏の製鉄所民営化でも，ミ

ッタルグループが登場する．ルーマニア・ガ

ラチの買収，チェコのノバ，ポーランドのPHS

と続く．低い買収資金とその後の技術改善と

投資，インセンティブと生産増．赤字経営は

僅かな時間で黒字化した． 

東欧圏の赤字メーカーの再生は，資本主義

的な対応策導入で実現した．それにいち早く

気づいたミッタルの経営感覚が，成功の背景

にはある． 

ミッタル・スチールはアルセロールとの統

合で，アルセロール・ミッタルとして運営さ

れれば，年間粗鋼は1億2,000万㌧に達する．

工場が立地する国々は関連会社まで含めると

30 カ国を上回る． 

ミッタルの経営姿勢は欧米風の合理的な

側面とアジア的，家父長的な風貌が同居して

いる．ミッタルのソフトな魅力もそこにある．

合併後のミッタル・スチールに対する一族の

支配権は，43％10と高く，完璧に掌握してい

る．ちなみに新日鐵の株主攻勢は，金融機関

と一般法人で 54.3%，残りが個人，外国人，

自己株式（‘09 年 3 月末）11となっている．

ミッタルの経営はひらめきと素早い対応

で成長してきたが，同グループの強みを削ぐ

懸念もある．アルセロールの統合のメリット

として巨大購買力を背景にした交渉力と自動

車用高級鋼板などの高級鋼部門の拡大と巨大

な生産量・販売力が武器になると指摘されて

いる．これまでの経営は効率的な生産で手離

れよく市場で売り切り資金を回収していくと

いう，電炉経営的な色彩が強い．旧ソ連圏か

ら買収した工場も汎用品が主体で，ノークレ

ームでの販売が主体と言われている．高級鋼

市場は，自動車・家電などの需要家からの要

望も高度であり，デリバリー管理も緻密であ

る．又，共同研究などのテーマも多い．そう

なると企業内に研究開発部門を取り込んでい

かないといけなくなる．高級鋼は高く売れる

が固定費，管理費，開発費も高い．手離れよ

く市場に供給し続ける汎用品は工場のコスト

が命であるが，高級鋼はその先の需要家まで

手を伸ばさないといけない．そして需要家は
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気まぐれでもある．ミッタルの汎用品での成

功体験が，高級鋼の分野ではネックになる懸

念もある．合併後は高級鋼生産にシフトし汎

用品は減産する方向も視野に入れている． 

そうしてミッタルの夢が実現するときが

来た．ミッタルはアルセロールに 2006 年 5

月 18 日に株式公開買い付けを開始した．この

案に対し，驚いたアルセロールは危機意識か

らか，旧ソ連のセバスタ－ル（2007 年の粗鋼

生産量，1,750 万トン）を買収する動きに出た．

アルセロールはミッタルの買収提案を拒否し，

ロシア鉄鋼大手のセバスタ－ルとの合併を発

表（5 月 26 日）し買収を阻止した12．このと

きのアルセロールの時価総額は，5 月 25 日の

パリの終値で3兆1,200億円相当であったが，

セバスタ－ルの買収で時価総額は 4 兆 3,200

億円に跳ね上がった13． 

ハイテン材（高張力鋼）14を生産できるア

ルセロールにとって汎用品主体のミッタルに

は技術的な魅力はない．アルセロールはミッ

タルの買収案に対して当初は直ちに反対を表

明した．そして対抗策として他社を買収して

総資産を拡大する方法を採用する為にロシア

のセバスタールを買収した．コストは 1 兆

2,000 億円規模に達すると見られる．ところが

6 月 30 日に開催された，アルセロールの臨時

株主総会で，ロシアのセバスタ－ルとの合併

案は否決された．総会出席株主の 96％がセバ

スタ－ルとの合併に反対票を投じたためだっ

た15．その結果，アルセロールはセバスタ－

ルとの合併撤回で 1 億 3 千ユーロの違約金を

ロシア側に支払うことになった16．こうして 1

億 2 千万トンの規模を誇る世界最大製鉄所が

出現した． 

5. ミッタルミッタルミッタルミッタルとととと新日鐵新日鐵新日鐵新日鐵のののの攻防攻防攻防攻防

インドの生家は牛小屋になっているとい

うミッタルは現在，英国ロンドン市内の豪邸

に住む．資産 320 億ドル（3 兆 8,000 億円）．

粗鋼生産 1 億 2,000 万トン，日本全体の粗鋼

生産量に匹敵する．売上高 890 億ドル（10 兆

5,000 億円），工場所在地 60 カ国以上，従業

員 32 万人を超える超巨大企業を一族で経営

する． 

世界の自動車市場で鋼鈑を供給する夢を

持つミッタルの狙いは新日鐵である．新日鐵

の高い技術が評価された．技術の特許件数は

新日鐵1,038件に対してミタルは38件で大差

がある．だからこそミッタルの目標は明快で

ある．新日鐵の技術を世界で使いたい．理由

はこうだ．ミッタルとアルセロールとの合併

前に新日鐵は欧州の名門アルセロールとの間

に技術供与を行っている．だが，その対象は

米国，中国，欧州にある新日鐵とアルセロー

ルとの合弁会社などの 3 件だけである．現在

のアルセロール・ミッタルの技術では，自動

車業界の日系メーカーに高品質な技術単独で

供給するのは困難である． 

新日鐵の開発した亜鉛めっき鋼板はメッ

キ処理後に加熱することで成形性や溶接を容

易にする技術で，自動車産業を顧客とする，

他の鉄鋼メーカーにとってのどから手が出る

ほどほしい技術だ．ヨーロッパを代表とする

自動車メーカーは溶融亜鉛メッキ（亜鉛：

100％）が主流だが，日本はプレス加工性を高

める為，メッキ層に鉄分を拡散させ亜鉛‐鉄
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合金（亜鉛：9～12％）をつくり皮膜する．新

日鐵は自前の亜鉛メッキ鋼板を製造できる拠

点は日本国内にしかない．従って海外の自動

車メーカーへの輸送は費用がかさむので，安

定的に販売しようと思えば，世界に拠点を持

つアルセロール・ミッタルと組むのも悪くな

い． 

アルセロール・ミッタルと新日鐵の提携交

渉は2007年4月インドのデリーで秘かに行わ

れ，その後の両者のトップ会談は東京と上海

で行われた17． 

世界第 2位の新日鉄と第１位のアルセロー

ル・ミッタルの両社は，今後，提携を拡大し

ていく方向で交渉を進めていることがわかっ

た．新日鉄の三村明夫社長と AM（アルセロ

ール・ミッタル）社のラクシュミ・ミッタル

最高責任者（CEO）は，7 月中旬にも米国で

会談合意を目指すとしている18．AM 社とは

「北米と欧州では事業を一緒にやっていくが，

他の地域では競合している一言でいえば緊張

感ある関係」とし，中国・インドの事業につ

いては「中国では BNA（自動車用鋼板合弁）

の生産能力が将来足りなくなるので増強を検

討しており，近々決まるだろう．インドは橋

頭堡として，タタ製鉄と何かできないか考え

ている」ことを明らかにし，神戸製鋼・住友

金属との経営統合の可能性については「お互

い最高益を出しているときに経営統合は基本

的にできないし，独占禁止法上もできない」

と株主総会で語った19． 

 新日鉄はAM社とは緊張感を保ったままの

関係とはいえ，実際問題 M&A という事態を

避けたいのが新日鉄の腹だろうから，AM 社

とは何らかの提携を模索する方が得策を考え

ていると思える．新聞報道20によれば，自動

車用鋼板技術についての新たな提携計画は，

日本自動車メーカーが欧州に持つ工場向け鋼

材については新日鉄がミッタルに，欧州自動

車向けのアジア拠点向け鋼材では，ミッタル

が新日鉄に技術を供与する．そして他地域で

の技術供与については，案件ごとに協議する

方向となる．又，北米や中国での自動車用鋼

板の合弁事業は協力関係を継続し，需要に応

じて拡張を検討するという．期間・技術・地

域限定の連携でミッタルが納得するのか，

2011 年までのつかの間の休戦となる．だが，

新日鉄の時価総額は 5 兆 8,000 億円に対して

ミッタルは 11 兆を上回る．買収は簡単ではな

いとはいえ，不可能ではない．攻めのミッタ

ルに対して守りの新日鐵の姿勢を強く印象付

けた．攻防戦はむしろこれからだろう． 

 世界の鉄鋼市場で合計約 11％のシェアー

(表-3)を持つ 2 社（ミッタルと新日鉄）が，今

後 5 年間技術協力関係が進展すれば，JFE や

POSCO，宝山製鉄等の他社も更に国際競争力

をつけるために技術協力や業界再編が進むだ

ろう．AM 社の幹部は新日鉄と提携強化を図

っても相手側を買収しないという条項は無い

というから，まだまだ予断を許さない状況が

続く．いずれにしろ 2 億トンの生産規模を持

つ会社が数年の間にいくつかできるだろう21． 

 アルセロールとミッタルの買収劇を固唾を

のんで見守っていた新日鉄の三村会長は「ど

れほどの大企業であっても，いったん買収者

のターゲットになり，その渦中に巻き込まれ

ると，産業資本ではなく金融資本のロジック

吞によって怒涛のような荒波に み込まれてし

まうということを，我々は体験した」22と述

懐し，そして，技術供与の休戦協定が切れる

2011 年，買収が現実的なものになりうるとの

認識からか，本年 2 月早々に，新日鉄と住友

金属工業は，2012 年 10 月の経営統合に向け

て検討を開始すると発表した23． 

6. 川上川上川上川上・・・・川下川下川下川下へのへのへのへの影響影響影響影響

年産 1 億 2 千万トンの粗鋼生産量は世界粗

鋼生産量の 10％を占める．巨大鉄鋼業の誕生

のインパクトは鉄鉱石・石炭の山元，自動車
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産業等の需要業界などに対する価格交渉力の

拡大といった形で波及するので資源争奪戦が

激しくなる． 

各国，各社は山元と鉱石の長期安定的契約

を結ぶことによって少しでも安価な鉄鉱石や

石炭を供給する戦略をとっている．最近は大

手の鉱山のみならず，中小の鉱山と組み鉱山

開発をやっている． 

鉄鉱石のサプライヤーは，1990 年代から

2000 年にかけての世界的な鉄鋼生産の低迷

期に合従連衡を繰り返し，現在では３グルー

プに集約されるなど価格交渉力を強めている．

商社や各鉄鋼メーカー，及び各国が資源投資

を加速する中で「大手高炉メーカーの対応も

含め海外鉱山への投資は，マイナーシェアー

に留まるケースが一般的である．なぜなら日

本側が鉱山運営を主導するのは難しい．売買

契約にしても需給状況が急激に変化する中で，

確実な担保となるかは不透明だ．鉄鋼生産の

拡大による原料需給の逼迫が長引くと予想さ

れる中で，原料の安定確保での決定打は見つ

けにくいのが現状」なので，どれだけ原料の

安定確保が出来るのかは疑問である24． 

ミッタルの狙いは粗鋼生産 1～2 億トン規

模の巨大企業を作ることで，リオドセなど圧

倒的な支配力を持つ鉄鉱石・山元会社に対し

て交渉力を増すことが可能となり，また川下

の自動車メーカーとの交渉力を強めることに

あると推察できる． 

事実，資源メジャーとの原料価格交渉では，

資源メジャーが巨大化するほどに原料価格交

渉は厳しさを増している．例えば，数年に一

度であった価格交渉は，年度ごとから四半期

ごとになり，相場上昇が短期的な収益に響き

やすくなった25．一方，鉄鋼メーカーは川下

産業の自動車メーカーに何度も値上げを要求

し，年一回の価格交渉は，2010 年度から半年

に一回の割合になり値上げがしやすくなって

いる26．こうして原料価格の上昇は川上から

川下へヘッジされてゆく． 

Ⅱ.Ⅱ.Ⅱ.Ⅱ.    沈文栄沈文栄沈文栄沈文栄のののの決断決断決断決断 

1. 沈文栄沈文栄沈文栄沈文栄とのとのとのとの関関関関わりわりわりわり

 中国の文化大革命真っ只中，小さな農村で

コツコツ鉄工業を営み一代で中国の 10 指に

入る大富豪になった成功物語を知る人は意外

と少ない．沈文栄は，まったく自身を飾らな

い気さくな人である．私事で恐縮だが，沈文

栄とは，中国と日本で数回あっている． 

現在の沙鋼製鉄所がある張家港市には

2005 年に訪問した．街づくりはドイツを模倣

したというように，オレンジ色の屋根と白い

壁の建物が，運河沿いに建てられていた．当

時の沙鋼製鉄所の粗鋼生産量は年間 700 万ト

ンで，条鋼，線材，鉄筋棒鋼，厚板が生産の

主流であった．日本の高炉メーカーで言えば，

神戸製鋼所とほぼ同じ粗鋼生産量である．工

場の敷地は広く，ドイツから運んだという大

型高炉が 2 基建っていた．製鉄所の周囲には

鉄鉱石や石炭・コークスがヤードに置かれ，

スクラップヤードには大きな鉄の塊が山高く

積まれていた．係員に案内され，厚板工場を

見学した．工場内は労働者の数は少なく，設

備も充実していなかった．スラブが熱を持っ

たまま積まれていて，熱で接着してしまうの

ではないかと心配した． 

 沙鋼製鉄所のある，江蘇揚子江国際冶金工

業園は 2003 年に江蘇省人民政府の許可を受

け，建設された．上海からは長江の上流に位

置する．園区の北側は揚子江水深線に臨み，

南は沿岸高速道路と蘇虞張快速道路に接し，

数万トン級以上の埠頭が建設可能な沿岸線は

20ｋｍあり，地理的に非常に優れている．長

江を船に乗って，製鉄所を見れば，河岸には

鉄鋼原料荷卸しの大きなアンローダーが何本

も建てられ，鉄鋼原料や製品の積み出しが可
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能となっている．日本の高炉メーカーも沿岸

立地が多く共通している． 

園内には韓国 POSCO や暁星物産など，世

界でも有名な冶金企業及び金属加工生産企業

があり，年間生産量は製鋼 800 万トン，圧延

材 600 万トン，ステンレス 36 万トン，熱亜鉛

メッキ板 14 万トン及び非鉄金属製品 25 万ト

ンが生産可能と係員が説明してくれた． 

 中国企業では沙鋼集団（POSCO ステンレ

ス公司を含む）を中心として，鉄・非鉄金属，

レアメタルの精錬，加工業を主産業とし，鉄

鋼補助材料と公共補助施設を有し，江蘇省で

は初めての千万トン級の鉄鋼生産基地である． 

2. 沈文栄沈文栄沈文栄沈文栄のののの出自出自出自出自

 沈は揚子江河口の村で生まれた．父親は文

栄が 10 歳代のころなくなった．両親は 4 人の

息子と 2 人の娘を育てていた．沈文栄は次男

である．残された母は子供 6 人を育てなけれ

ばならない．沈文栄は母親を助けるために地

元の綿織物工場で働いた．沈文栄は体格にめ

ぐられているだけはなく，落ち着いた気質と

鋭い知性の持ち主だったので，次に拡大予定

のある工場の幹部に抜擢された27． 

こうして，沈文栄は 20 数年後に，200 億元

の価値を持つ中国最大の民営鉄鋼集団の頭取

になった28ことは沈文栄自身が予想だにしな

かったのではないか． 

（写真右が沈総裁）．著者撮影． 

中国は 1950 年代末から 60 年代初めにかけ

て，「大躍進」，「人民公社化」運動が推し

進められていた時期で，国民経済は不安定な

状態が続いていた．鉄鋼生産についても，北

戴河会議で「1958 年中に 1,070 万トンの粗鋼

生産が決められ」29，その目標達成に，土法

高炉30を作って鉄を生産する大衆運動が巻き

起こっていた．だが，土法による生産した鉄

は品質が悪く使い物にならなかった． 

「大躍進」時代の中国粗鋼生産量は，1957

年が 535 万トン，58 年：800 万トン，59 年： 

1,387 万トン，60 年：1,866 万トン，61 年：870

万トン，62 年：667 万トン，65 年が 1,223 

万トン31と非常にばらつきがある．政治の不

安定がそのまま経済の不安定に繋がって粗鋼

生産にも影響が出ている． 

3. 農民農民農民農民からからからから賃金労働者賃金労働者賃金労働者賃金労働者へのへのへのへの転機転機転機転機

沈にとって小作農から工場への転職は現

金収入が可能になることでもあり，昇進のチ

ャンスが存在することだった．小作農から工

場への転職は沈のキャリアでは最大の転換点

になった． 

この時期，不動産投資に不可欠な鉄鋼は文

化革命後に厳しく統制され，国中が慢性的な

鉄不足に悩まされていた．工場の拡張を命じ

られた沈は，地方の役人や仲間と相談して，

目立たないように工場の裏に小さな製鋼所を

建ててしまった32．使用する原材料は工場近

辺から鉄屑をかき集めて，炉に投入し鉄を溶

かした．沈はこの「目立たず実行する」プロ

セスに魅せられ，次の事業展開もこの手法で

事業を拡大している．そのころ人民公社は解

体に向かい，零細個人事業主は新たな第一歩

を踏み始めていた．郷鎮企業の創成期である．

鉄鋼需要は東から南にかけての沿岸地域で伸

びていた．沈が鉄のマーケット・リサーチし

た結果は，人民の要求は今より広い家に住む

ことだと，住宅の窓枠に的を絞ったことが成

功のきっかけとなった． 

4. 沈沈沈沈のののの賭賭賭賭けけけけ
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次に沈が考えたことは，更なる鉄鋼生産の

拡張だった．炉の設備拡張が必要になったと

き，イギリスで，年間 25 万トンの 75 トンの

アーク炉が売りに出されていることを知った．

沈は周りの反対を押し切って，無謀にも借金

をしてこのアーク炉を購入する．このときの

沈の腹のくくり方が，大胆である．もし，炉

の購入で失敗したら，炉を博物館に飾ればい

い．「私は博物館に雇ってもらって，入り口

でチケットを売るよ」と33．沈は失敗すれす

れの大きな賭けに出て腹をくくった．そうし

てビドストンの工場とアーク炉は買われ中国

で 3 年がかりで組み立てられた． 

中国に再び経済復興が訪れるのは鄧小平

の「南巡講話」以降である．92 年の早春に鄧

小平は 88 歳の老体に鞭打って武漢，深圳，広

州，珠海，上海などの南方の開放都市を訪問

し，各地で経済の改革開放を訴えた．鄧小平

の訴えすぐさま国中に広がり状況は一変した．

経済開放を速める動きは，沿岸から地方へ追

い上げ，続けさまに起きる好況の波に乗るに

は沙鋼製鉄所は絶好の位置にいた．沈はチケ

ットを売る必要もなく，イギリスからの中古

アーク炉は火を消すことはなかった． 

この時期の中国粗鋼生産量は 1960 年に年

産 1,866 万トンあり，日本の 2,214 万トンと，

さほどの開きはなかったが，その後，日本が

高度成長期を経て 13年で 1億 1,900万トンに

大きく飛躍していくのに対して，中国は 13

年経っても2,522万トンと低迷し続けていた． 

その理由は中国では「文化大革命」という

混乱の時期でもあり，政治闘争優先であった

為に経済は停滞したままであった．沙鋼製鉄

所のすぐ近くにある上海宝鋼は，1976 年の粗

鋼生産量は年産 376 万トンであり，そのため

に必要な銑鉄は自社で生産することが出来ず，

鞍山製鉄や本渓製鉄所などから調達しなけれ

ばならない状態であった34．中国は 1972 年に

海外からの技術と設備をプラントで導入する

ことを決定していた．その決定を受けて 1978

年には新中国誕生以来最大の国家プロジェク

トである上海宝山製鉄所建設が新日鐵の技術

指導をのもとに着手されていた．その後の 10

年もたたないうちに沈個人の大きな夢は実現

に向かって大きく羽ばたこうとしていた． 

5. ドイツドイツドイツドイツからのからのからのからの買買買買いいいい物物物物

 小型電気炉から 75 トンアーク炉へと設備

拡張を図っていった沈が，次に考えたのが一

貫製鉄所の所有であった．ミッタルも小規模

鉄工所から，高炉の所有を企業買収という手

法で実現していった． 

ティッセンクルップ社のドルトムント製鋼

所は第二次世界大戦前からドイツ最大の製鋼

所だった．ドイツのティッセンクルップ社の

成り立ちについて簡潔に述べると，ドイツの

二大メーカーであったティッセンとクルップ

が 1997 年に鉄鋼部門を経営統合して誕生し

た．西欧鉄鋼業統合の背景には，ソ連邦の解

体によるコメコン市場の崩壊や，EU 市場統

合によって自由化が進展し国境を越えた新た

な市場の拡大に鉄鋼産業の枠組みが大きく変

動した時期であった．EU 最大の鉄鋼生産国

ドイツは，統一前の 1988 年の粗鋼生産量は

4,916 万トンであったが，東ドイツ鉄鋼業の混

乱および停滞などで 1993 年の粗鋼生産量は

3,763万トンまで落ち込んだ（88年比△23.5%）．

その後，東ドイツ鉄鋼業の再編が進み，99 年

の生産量は 4,206 万トンまで回復してきた．

この生産量は EU 生産量の 27％を占め EU 内

では依然第一位の地位にある35． 

このドルトムントの製鉄所が立ち行かなく

なるのは，世界的に鉄鋼市況が下がってきた

ときであった．生産効率のいい韓国のポスコ

が鉄鋼価格を下げ始めた時，非効率の製鉄所

はついてゆけなかった． 

そこに狙いを付けたのは沈であった．今度

は高炉を手中に収めるというのである．電気
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炉と違って高炉の設備は大きい．巨大設備を

移動させただけで，実際高炉は稼動するのか，

誰もが疑問に持つのは当然だろう．鉄鋼設備

建設は莫大な費用がかかる．中古とはいえ，

価格の問題よりも，実稼動が問題となる．電

気炉と違って原料は鉄鉱石，石炭・コークや

合金鉄を安定的に確保しなければならない．

それに技術・技能者がいないと，原料の事前

処理，高炉操業，製鋼，圧延といった長い工

程を管理運営するのは困難である． 

私は大きな疑問を持ちながら，沙鋼製鉄所

を訪問したが，ティッセンクルップ社のドル

トムント製鋼所の高炉，製鋼，圧延設備一式

が移転し据え付けられていた．ただ，高炉は

一基しか稼動していなかった．高炉のコント

ロールセンターにはドイツ人技士 2 名が作業

をしていた．まだ，全面稼動の状態ではなか

った． 

装置産業といわれる鉄鋼設備を丸ごと移管

することなど，日本では考えられない出来事

をやってのけた上で，実際稼動させていたこ

とに驚いた．この事業こそ沈文栄の最大の事

業ではなかったか． 

6. 紅紅紅紅いいいい資本家資本家資本家資本家のののの誕生誕生誕生誕生

これまで共産党は「労働者階級の前衛部

隊」と位置付けられていたが，市場経済化で

急速に力を付けてきた私営企業家や自営業者

を取り込むために，江沢民が提唱した「三つ

の代表思想」（先進的な社会的生産力・先進

的な文化・新しい社会階層）によって，沈文

栄らの私営企業家を「最も広範な人民の根本

利益」を代表する「新興階級」と位置づけ補

強した．伝統的マルクス主義理論では搾取階

級として「敵」の扱いされてきた私営企業家

が一転して「味方」の扱いになった．そして，

中国共産党第 16 回全国代表大会に代表とし

て少なくとも 6 名の私営企業家が参加した．

その中の一人に沈文栄（56 才，総資産額 12.8

億元）の名前が入っている．国家経済貿易委

員会によれば，個人・私営企業は納税額で全

国工商税収の 9.3％を占め，国民総生産（GDP）

で全体の 30％，東部沿海地区に限定すれば

60％を占める存在になっている現在，この地

位を保証せずして政治の安定は保障されない

ほどの大きな存在になった．さらにこの個

人・私営企業は，国有企業などによりリスト

ラされた下崗労働者36の 70％を受け入れて雇

用吸収に大きく寄与している37．こうして急

成長した個人や私営企業家を今や中国経済の

発展に不可欠な存在になってきたことを物語

っている． 

世界中の大富豪の資産状況を調べ，ランキ

ングを公表しているアメリカ『フォーブス』

誌は，2002 年の中国富豪トップ 37 に沈文栄

を選んでいる38．又，『フォーブス』誌の中

国地区の調査研究員だった，ルパート・フー

ジワーフ（胡潤）氏が 7 年前に『フォーブス』

から独立して中国版大富豪の『胡潤百富』を

公表し今回で 7 回目を迎えている．「胡潤」

によると，2003 年は 65 位，2005 年 34 位（32

億元），2006 年 82 位（34 億元）39と現在で

も 100 位以内に顔をだしている． 

沈文栄は江蘇省張家港市党委員会副書記

であり，同市政治協商会議主席という地方高

級幹部から私営企業家になった典型的な下海
40である． 

Ⅲ.Ⅲ.Ⅲ.Ⅲ.    課題課題課題課題とととと展望展望展望展望 

1. 市場経済移行期市場経済移行期市場経済移行期市場経済移行期41のののの企業発展形態企業発展形態企業発展形態企業発展形態のののの特異特異特異特異

性性性性

 ミッタルと沈は，企業規模は違えども従来

の常識を超えて短期間に鉄鋼業を拡大してき

たことは共通している．総合技術のいる鉄鋼

業はパソコンや家電のように部品の組み立て

産業ではないので，工程間のすり合わせが必

要であったので日本の強みとされていたが，

220



ICCS Journal of Modern Chinese Studies Vol.4 (1) 2011 

 

ミッタルと沈のモデルの前に戦略の変更が余

儀なくされる可能性もでてきた．高級鋼材は

別にして汎用鋼材（普通鋼材）については国

際競争力を失ってくる可能性も高まってきた． 

 ミッタルの企業再生法は，最初にインド人

の「特殊部隊」を派遣して経営陣を入れ替え，

資金を投入する．そして滞った支払いを再開

し取引先との関係を正常化して，本業以外の

売却や人員削減を断行，こうして経営再建・

企業改革のノウハウを確立してきた．又，時

には買収時の支払い資金を圧縮し，同時に累

損を継承する．そして短期間で一気に黒字に

する方法である．技術については提携先を選

択し積極的に提携していく．そうすれば短期

間に汎用品生産レベルに追いついてくる． 

沈による鉄鋼業発展の方法は中古とはいえ，

ドイツ・ティッセンクルップ社のドルトムン

ト製鉄所の高炉から圧延までの一式とイギリ

スのビドストン電気炉と異形棒鋼ラインを海

外から移築し改造・再生して蘇らせる．鋼材

の品質を上げるためには，オーストラリアの

製鉄機械メーカーであるフェースト・アルビ

社とスイスの ABB 社の自動制御システムを

採用し42，短期間に年間 700 万トンまで生産

してきた，キャッチアップの速さに驚かされ

る． 

沙鋼製鉄所発展のもう一つの特異性は所有

形態にある．中屋信彦によれば，沙鋼製鉄所

の近くにあるステンレス工場は韓国・浦項製

鉄との合弁会社であり，沙鋼製鉄所の生産設

備は工程ごとに複数の合弁企業によって分割

所有されている．沙鋼製鉄所の経営実態は本

社が統一して生産指令を行うが，法的所有は

複数の合弁企業の連合体に過ぎない43． 

この二つのモデルに共通しているのは，企

業買収と中古設備活用はどちらも時間と費用

のかかる基礎研究と開発費が省略されている．

それは，市場経済移行期における，法の未整

備時期で，産業政策も定まっていなく，法や

規制が緩慢な地域で急拡大成長してきた特異

性が見られる．又，鉄鉱石や原料炭調達につ

いては，両者ともに設備投資や長期取引契約

などはグローバルに展開している． 

二つのモデルで異なる点は，ミッタルが製

鉄所などの企業買収をグローバルに展開して

いるのに対して，沈は，現在のところアジア

地域（韓国ポスコとの提携）や中国国内メー

カーとの提携に留まっている． 

2. 企業発展企業発展企業発展企業発展のののの異質性異質性異質性異質性

 日本でも電気炉メーカーが高炉建設を構想

したことがあった．山崎豊子の小説『華麗な

る一族』の舞台となった山陽特殊鋼は富士製

鐵の系列に入ることを拒否し高炉建設を構想

したが，高炉メーカーの富士製鐵との軋轢を

招き目標を達成することができなかった．富

士製鐵から銑鉄供給を受けていた山陽特殊鋼

は銑鉄を切られては生きていけないと高炉建

設に邁進した．高炉建設には通産省の許可が

いる．それを達成するために政治家，官僚，

銀行家にすさまじい接待攻勢をかけ，通産省

の許可を得た．後は資金調達である．資金調

達は，増資と借入金の二本立てをとり，その

前提としての好業績を見せかけるために粉飾

決算を行った．社長は商法・証券取引法，詐

欺，業務上横領の罪状で起訴され，高炉建設

の野望は潰えた．監査業務の強化を織り込ん

だ商法や会社更生法の大幅改正はこの事件が

きっかけといわれている44．このように日本

では高炉一貫メーカーへの参入は障壁が高く，

新参者に「経済体制」の壁は厚かった45． 

その点，法や規制が緩慢な中国や立ち行か

なくなった東欧のかつての「社会主義国」で

は金さえあればいとも簡単に高炉メーカーへ

の参入が容易に進んでいるように思える．そ

れまで存在していた諸制度の大半を破壊し，

変革者の意思決定により，かなり強引に企業

経営を推進している．それは計画経済から市
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場経済移行期における経営空白時に起こった

「死亡経済」から「生きた経済」に転換する

移行経済46と見なしうることが出来るのであ

ろう． 

 中国の企業民営化の成り立ちは，もともと

現在の企業家の殆どが国営企業の幹部であっ

たり，経営者だったが，MBO(Management Buy 

Out)
47を通して一夜にして，国営企業を民営化

にした成上がり者が多かったが，沈の場合は

そうではなかった．そして民営化になったも

のの，経営能力の欠如したトップを持った企

業は，市場原理に勝てず市場から退場するケ

ースもたびたび見られる． 

「鉄本事件」は民営鉄鋼企業を目指したも

のであったが，マクロ経済調整の結果失敗し

たケースである． 

「鉄本」は「江蘇省鉄本鋼鉄有限公司」の

略称(本来の名前の由来は製鉄を本分として

発展する)で経営者の載国芳は江蘇省常州市

の民営企業家であった．載国芳は父親ととも

に屑鉄の回収を始めたが，さほど儲からず，

くず鉄回収業より製鉄のほうが儲かるとして

30 トンの小型電気溶解炉を購入し，次第に大

型高炉に買い換えていく．彼は赤字で閉鎖さ

れた蘇州，無錫，常州など 5 社の国有製鉄所

の経営を請け負って傘下に治め，1996 年に 3

億元の私営企業「鉄本」を設立した48．そし

て 2003 年の鉄鋼生産量は 100 万トン，年間売

り上げ 25 億元（375 億円）までに成長した．

2002 年の時，載国芳は 3 年間で世界ランキン

グ 5 位の，生産量 2000 万トンの宝鋼（宝山製

鉄所）を超えると遠大な計画を立てた． 

鉄鋼業界の投資は 2003 年は前年比 92.6%

増，2004 年第１四半期は前年同期比 107.2%

増という異常な伸びを続け，鉄を作れば造る

ほど売れるという活況だった．ところが中央

政府は投資加熱を抑えようと，一定規模以上

の建設プロジェクトは中央政府の許認可とし

た．しかし，地方政府は「上に政策あれば，

下に対策あり」で当該プロジェクトを細かく

分割して，地方政府の認可によって建設を推

進し，銀行も融資を加速させた．こうして鉄

本幹部，地方政府幹部，銀行幹部が中央政府

を出し抜こうとした49．中央と地方の駆け引

きの結果，地方が敗れてしまった．そうして，

2004 年 4 月，温家宝総理と前総理朱鎔基は常

州に赴き鉄本問題を調査した．その結果，鉄

本幹部，地方政府幹部，銀行幹部らは脱税容

疑，党規違反，不正融資などで処分された．

この事件は明らかにマクロ経済調整時におけ

る生贄として宣伝材料にされた感がある50． 

沈文栄も少し，時期が遅れていれば，「鉄

本」事件のようになった可能性も否定できな

い． 

3. キャッチアップキャッチアップキャッチアップキャッチアップ後後後後のののの企業発展形態企業発展形態企業発展形態企業発展形態

 両者の今後の課題としてはキャッチアップ

後の鉄鋼技術蓄積をいかに築き上げるかであ

ろう．鉄鋼業を投機の対象として売買を続け

る限り技術の発展継承は望めないだろう．一

時的に汎用品での国際競争力はついたとして

も，高級鋼材への進出には大きなハードルが

ある．汎用品の場合は競合他社が多く競争も

熾烈である為，効率的な生産で手離れよく市

場で売りさばき資金を回収していくことは容

易であろう．その場合何よりもコストが命で

ある．ミッタルの経営は日本でも見られるよ

うな電炉経営的な手法に近い．高級鋼市場へ

の本格参入は基礎研究及び技術開発力の蓄積

なしには困難であろう．高級鋼の生産は基礎

研究や研究開発に金と時間がかかる．沈の沙

鋼製鉄所の場合は中古高炉の解体・再生から

のスタートであり，普通鋼の鉄筋類や厚板が

メインの生産・販売鋼種となっており，今後

高級鋼にシフトしていく為には製銑・製鋼・

圧延といった総合技術を独自に身につけてい

くことなしに製品開発力は生まれてこないの

ではないか．中国は世界最大の生産を誇りな
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がら，土木建築用の鋼材や，一般造船用の鉄

板など汎用品の生産にとどまっていては鉄鋼

先進国との差は縮まらないであろう．現在，

中国で独自技術（海外合弁生産除く）による

自動車用の表面処理鋼板など高級鋼生産はで

きない．沙鋼製鉄は民営鉄鋼企業最大手で

2005年には中国民営売上高 100社中 4位にラ

ンクされるほどに注目されている． 

私は 2007 年 6 月に中国の民族系自動車メ

ーカーを見学する機会を得た．自動車生産も

日本のモノ作り生産体制が異なっていた．日

本の場合大手メーカーはエンジン，トランス

ミッションを内製化し，新車開発の度に専用

部品を開発するのが通例であり，垂直統合し

て部品から組み立てまでほとんど閉じられた

形（系列取引）で完成車を作り上げられてい

るのに対して，中国の場合は技術開発能力が

弱く，全面開発能力がなく，既存のエンジン

やボディに簡単に手を加え「開発」してきた．

技術開発の能力が無いわけではなく，コピー

のコストが余りにも安いのと，作る製品によ

っては研究開発コストを回収できず「模倣品」

に頼らざるを得ない状況にある．そして模倣

の原型になっているモデル部品を納入してい

る同じサプライヤーから，主要部品を安く購

入して組み合わせて自動車を作る「寄せ集め

型」生産となっている．そしてエンジン，ト

ランスミッション，シャシー，内装品までど

こからでも購入して作り上げる垂直分裂的51

な製造形態になっている．つまり同一車種の

同一品番を複数の企業に発注して安い方から

買うのが一般的である．エンジンの取引も実

にオープンに行われており，家電製品やパソ

コンの生産のようにモジュラー型垂直分裂の

形で車作りが行われている．日本のように閉

ざされたままの部品の取引と全く異なってい

る．そして，中国ではまだリバース・エンジ

ニアリング（分解研究）をきちんとやってい

るところが少ないことと，ローコスト分野に

参入する結果，コストのかかる研究開発には

力を入れられない実情があり，加えて経済発

展のスピードが早くコピーまがい部品の寄せ

集めで生産拡大を行い，うまく市場に送り出

している．今回の参加者からは，中国はまだ

日本企業のオリジナル・モデルをコピー・改

造したモデルを大量生産し，低コストを武器

に販売拡大しているという．要は「商品の性

能における多少の差よりは，価格を重視する

中国市場においては，基幹部品によって差別

化されたわずかな差はそれほど重要ではない．

中国市場でモノを売るためには，中国企業の

「垂直分裂」が効果的な戦略になっている．」
52かつて日本もそうであったように模倣から

始まるのは後発工業国の特徴でもあるので，

中国のみを批判するのは的を得ていないよう

な気がする．中国のモジュラー型垂直分裂は，

単に世界的な潮流の影響を受けて生じたもの

ではない． 

それは，中国の伝統的な計画経済体制のな

かにもそのルーツがあった．かつて中国の農

村地域では農業機械化を推進するため，各地

でトラクターに搭載するエンジンを自給する

ことが奨励された．故障や修理の便を考える

とエンジンの設計を全国で統一し部品の「互

換性」を確保することが望ましかった．技術

のコピーは積極的な動機に裏付けられていた

のだった．これも一つの，中国独自の企業発

展の仕方ではないだろうか． 

中国ではコツコツと一つの事業を地道に

追求し発展させるのではなく，儲かるならば

そこへ集中するやり方は他の産業にも共通す

る． 

 中国の政治体制は流動期でもあり，計画経

済と市場経済の両側面を持っており日本との

産業体制が異なっている．したがって中国で

の個々の産業の存立条件が異なっても当然で

あり，その国に応じた適切な産業構造の発展

に収斂されてくると思われる． 
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ⅣⅣⅣⅣ.    おわりにおわりにおわりにおわりに

日本鉄鋼産業の成長パターンは，基本的に

は国内需要が拡大する中で，設備投資を行い，

最新の技術を取り入れ，たゆまぬコストダウ

ンを図り国際競争力をつけてきた．そして，

国内企業の大型合併はあっても，外国企業か

ら投資ファンドを使っての買収を経験したこ

とはなかった．ミッタルとアルセロールの買

収をみつめた，新日鐵の三村社長（当時）は

「最初のターゲットが新日鐵でなくてよかっ

た」53と驚きを隠せない．日本巨大企業の代

表といえども，買収の対象になっている時代

なのだ． 

二人の鉄鋼王を通して見えてくるのは，国

家の枠を外れて成長してきた，大胆な姿であ

った．日本の場合「鉄は国家なり」といわれ

てきたように，国内での発展が前提となって

いる．従って，技術の蓄積を重視し技術・技

能の発展継承という古き伝統の価値観を見失

うことなく成長してきた．ところが，ミッタ

ルと沈文栄は海外企業の買収及び中古設備

（高炉一式・電気炉）の買取りという新たな

手法により，企業を発展させてきている．ミ

ッタルは世界各地での企業運営に対して，沈

文栄は，現在，中国国内に限定されている．

双方の今後の課題としては，いかに高付価値

鋼を生産していくかであろう．中国鉄鋼業は

確かに量的には鉄鋼大国になった．だが，過

剰生産設備，汎用品からの脱却，エネルギー

効率のアップ，環境改善など多くの問題を抱

えている．これらの問題を解決することなし

に「鉄鋼強国」とはいえない．一方，ミッタ

ルは今後とも企業買収という方法を繰り返す

のか，予断は許されない．国際的に再編が進

んでいる鉄鋼業は従来とは全く異なった形で

現在も再編が進んでいる．この二つの発展パ

ターンの前に，日本鉄鋼産業の成長戦略も変

更を余儀なくされるであろう．内向きには敵

対的買収にどう備えるか，又，国際的にはど

のような戦略を取るのか，今後の課題は大き

い． 
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朝鮮半島朝鮮半島朝鮮半島朝鮮半島にににに対対対対するするするする中国中国中国中国ネットネットネットネット民族主義民族主義民族主義民族主義のののの台頭台頭台頭台頭とそのとそのとそのとその変容変容変容変容

イタマイタマイタマイタマーーーールルルル・・・・リリリリーーーー1

要旨要旨要旨要旨

中国の浮上は北朝鮮核問題を含むグローバル・ガバナンスにおける中国の役割に関する

中国内の論争を転換させている．1950 年朝鮮戦争に対する関与以来，中国は長期的な観点

から朝鮮半島の戦略的重要性を考慮した．1970 年代後半から中国の改革開放にともなう中

国の北東アジアにおける漸進的な影響力増大が注目された．1989 年天安門事件と 1991 年

旧ソ連崩壊の余波で，1992 年 10 月中国は北東アジアにおける米国の戦略的資産である韓

国と外交関係を作った．冷戦の終結以来，中国の朝鮮半島政策は質的な変化が起きる． 

ポスト冷戦期中国の朝鮮半島政策は，中国外交政策の内容だけでなく，さまざまな中国

内部の声からも識別することができる．インターネットを包括する通信の急速な発展によ

って，国際関係と内政問題についての中国民衆の感情と認識を形成する或いは誘導する重

要な公共領域として「中国ネット民族主義」(Online Chinese Nationalism)が出現している．

中国ネット民族主義とは，中国にインターネットが本格的に導入され始めた 1990 年代初め

以来，中国のインターネット空間で発展している自発的な公論場として定義される．それ

は近代中国の伝統的な民族主義的情緒と無関係ではないが，中国共産党の公式的な愛国主

義とも，また中国の伝統的な民族主義的情緒とも異なっている．インターネット・メディ

ア，オンライン・フォーラム，ブログなどのインターネット通信技術をできるだけ活用し

て，中国ネット民族主義者は中国の民族主義感情を世界的に鼓吹させようと努力する．同

時に，中国に係わる国際問題に関心を持ち，周辺国家から尊敬される強大国としての中国

を維持しようとする傾向も見せる． 

このような問題意識に基づいて，本研究は朝鮮半島に対する中国のインターネットでの

論議を検討して，朝鮮半島における中国ネット民族主義の台頭とその変容を次のような課

題を中心に論考する．まず，中国ネット民族主義の韓国と北朝鮮に対する基本的な観点は

何か．そして，中国ネット民族主義の韓国と北朝鮮に対する認識の形成と談論が果して中

国の外交政策決定過程或いは主要言論媒体に影響を及ぼすか．最後に，韓国と北朝鮮に対

する中国ネット民族主義感情と世論を形成させる核心的動因は何か．朝鮮半島に対する中

国ネット民族主義の論議を総体的に検討することは，中国の北東アジア地域政策の行方を

理解する上で有用であるだけでなく，中国の浮上にともなうその国際的影響力拡大につい

ての中国内部の評価をもって中国外交政策の発展方向を予測することができる． 

キーワード： 中国の浮上，中国ネット民族主義，朝鮮半島 

論文
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はじめにはじめにはじめにはじめに

2008 年の国際金融危機の中でも着実に進

展している中国の経済発展とそれに伴う国際

的影響力の拡大は，北朝鮮の核問題を含むグ

ローバル・ガバナンスの行方にも大きな影響

を与える要素として注目されており，日本を

抜いて初めてアジア最大の貿易大国に浮上し

ながら,中国内部でもこれについての激しい

論争が続いている． 

歴史的に，中国と朝鮮半島の関係は 「脣亡

歯寒」と表現されるほど緊密であった．アヘ

ン戦争以来，孫文によって中華民国が宣布さ

れた後，朝鮮半島は中国の国共内戦の深化と

ともに「二重分裂」するようになった2．つま

り，孫文の遺志を継承した蒋介石が率いる中

国国民党と韓国の民族指導者金九が指導する

大韓民国臨時政府，そして毛沢東がリードす

る中国共産党と金日成が率いる抗日勢力が両

岸の対抗と共に朝鮮半島の分断を定着させ，

冷戦を迎えるようになった． 

このような歴史的な関係の中で，朝鮮半島

は中国の国家利益において重要な領域である

だけでなく，特に国共内戦と両岸分裂の「対

内政治闘争の場」としても機能してきたとい

う点に注目する必要がある． 

ⅠⅠⅠⅠ．．．．中国民族主義中国民族主義中国民族主義中国民族主義ととととインターネットインターネットインターネットインターネット

中国の民族主義の攻撃的な性向は，西勢東

占と呼ばれる時代的背景と西欧の影響の中で

歪曲されたまま輸入したり，影響を受けたり

したもので，国内政治と国際関係の中で選択

された国家的決断の形成物である3．ドイツの

歴史学者ランケは世界での国家地位は,その

国家が達成した独立の程度によって決定され

るため，国家すべての内部資源を組織化する

国家主義論を表明した4．これによると，外交

政策の優先順位は対内的には権威主義体制を

維持し，対外膨張の外交政策を展開すること

を支持することになる．その代表的なタイプ

はスナイダーが説明している「帝国の神話」

によく現われている5． 

これに対し，ドイツの政治学者ヒンチェは

政治と軍事の密接な関係を外部からの圧力に

対する自然な帰結と主張する6．これは，対内

的な要因よりも国際安保環境に応じたもので,

国家構造と外交政策の決定要因として国際シ

ステムの重要性を強調する．そのため，国家

の対外行動は国際環境の優先順位に基づいて

その国家が保有する情報が社会的なニーズと

連動して作り上げた結果で，外部的に反応す

るようになる7．国家は国内政治のさまざまな

行為主体が保有する目的によって説明するこ

とができる外交政策という選択を持つように

なる． 

冷戦終結に伴う国際体制の構造的変化は中

国に内外政策と国家大戦略を新たに再検討さ

せた．中国は米国の対中包囲作戦を防ぐため，

外交的に周辺諸国との関係正常化に拍車をか

けた．一方，経済成長による国力の向上に応

じて，大国意識が強くなった中国国民は新し

い中華思想に鼓舞された．日本を含む西欧勢

力の中国への嫉妬と反対に強硬に対抗してい

る中国共産党の政策的な努力への支持を表明

している．これは，特に中国のインターネッ

トの談話を通じた最近の反日感情や朝鮮半島

に関する議論で表出している8． 

中国民族主義が北東アジアに及ぼす地政学

的な影響についての包括的な研究はあるもの

の，中国内部の視点から中国民族主義の発展

過程を観察した研究は十分でない．また，中

国外交に関する研究は，主に中国外交の構造

的要因を解析することに主眼を置いており，

中国外交政策決定の対内的基礎に関する研究

は依然不足している．したがって，中国外交

の構造的な範囲と国内的レベルを同時に考慮

するアプローチが必要であり，中国ネット民
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族主義に関する研究を通じて，中国外交政策

と中国民族主義の連動関係をバランスよく理

解することができる．特に，朝鮮半島におけ

る中国ネット民族主義についての総体的な検

討は中国の地域政策の行方を展望することが

できる重要なテキストを提供してくれるだけ

でなく，中国の浮上と中国の内部のこれに対

する評価を検討することで，中国外交政策の

全面的な発展の様相を予測する上でも有用で

ある． 

ⅡⅡⅡⅡ．．．．中国中国中国中国ネットネットネットネット民族主義民族主義民族主義民族主義のののの台頭台頭台頭台頭とそのとそのとそのとその含意含意含意含意

中国最初の電子メールは，1987年9月に中

国北京からドイツに到着し，これと共に，中

国のインターネット時代が開かれるようにな

った．中国インターネット情報センターの最

近の報告書によると，2010年6月末までの中

国のインターネット人口は 4.2 億人で，イン

ターネットの普及率は 31％に上昇し，携帯電

話を経由するインターネット人口も 2.7 億人

に急速に増えたことが分かった． 

[図-1] 中国ネットユーザーの増加推移（百万人） 
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資料: 中国インターネット情報センター 

中国は言論の自由が厳しく統制されている

国家である．にもかかわらず，今日の中国は

党と政府がすべてを掌握する完全に制御され

た社会ではなく，中国の内部にはその範囲と

規模が増大している私的な領域がはっきり存

在している9． 

グローバル化と情報化の時代に，インター

ネットは世論に最も重要な影響を与える要因

として出現して，中国内部のニュースや情報

への通信を増加させているだけでなく，世界

中の中華圏に新たな事実を提供して送信する

窓口の機能を果たしている10． 

一般的に，インターネットはその空間性と

方向性において，次のような特性を持ってい

る．すなわち，インターネットは,「十分な動

機を持っている一応の人々によって，無限に

構成されることができる柔軟な通信ネットワ

ークを提供する．これらのグループによって

構成されたものが持つ意味と重要性は，構成

されたインターネット空間に付与される形態

とその内部で形成された関係によって決定さ

れる」11． 

このようなインターネット空間の意味につ

いて，中国のある研究者も，「インターネッ

トは言論の自由が不在の状況で，世論を表現

するプライベートな空間として出現した」と

明言した12．インターネットの出現はニュー

スや時事問題について，一般人がアクセスす

るときに中間解析をする記者集団を必要とし

なくなったことを意味する．それは，中国共

産党の説明と再解釈に関係なく，中国の人々

がニュースを共有し，意味ある公論場を形成

することができるようになったことを意味す

る13． 

換言すると，これはインターネットを媒介

して中国大衆が，国内及び国際ニュースを取

捨選択することができるようになり，これに

ついて自由に意見交換を行うことができると

いうことを意味する．特に，インターネット

を通じてニュースを検索し，これに関する意

見交換は中国のインターネットユーザーが最

も多く実行することで，その中で 35 歳以下

の若者がこのようなニュースを検索し討論を

するユーザーの 4/5 を占めるという14．
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中国の若者層を中心に国内外のニュース或

いは重要な問題についての認識コミュニティ

がインターネットを媒介して形成され，中国

のネットナショナリズムを形成することがで

きる土台を作り上げる．中国とインターネッ

トそして民族主義の関係を論議するときに重

要なことは，インターネットが情報を習得し

て共有することにとどまらず，インターネッ

トを通じて一定の参加活動も誘導する政治社

会的な側面である15．インターネットは人々

を結集させ，一定の行動を促したり，誘発す

る誘因を持っている．それなら，朝鮮半島に

於ける中国のネット民族主義の議論はどのよ

うに形成され，発展しているか．

ⅢⅢⅢⅢ．．．．朝鮮半島朝鮮半島朝鮮半島朝鮮半島からからからから見見見見るるるる中国中国中国中国ネットネットネットネット民族主義民族主義民族主義民族主義

伝統的に中国と朝鮮半島の関係は脣亡齒寒

と言う緊密かつ戦略的な関係だった．歴史的

に見ると，朝鮮半島の政治的な流れは中国の

直接的な影響を受けており，日本によって朝

鮮半島が占領された 1910 年から 1945 年を除

くと，中国の朝鮮半島への影響力は冷戦期の

ように全体的に限定的な時期はあったとして

も，持続的な影響を及ぼしたと言える．特に，

1950 年に起きた朝鮮戦争に中国が介入する

ことで，朝鮮半島の分断が定着化し，最終的

に北朝鮮と韓国という両国が朝鮮半島に中国

の隣国として形成された．何よりも重要なこ

とは，現在の中国も両岸関係と呼ばれる

の現実に直面しているということで，朝鮮半

島の分断と北朝鮮と韓国への視点と認識を容

易に歪曲させることができる誘因を持ってい

る． 

北東アジアの歴史を回顧して見れば，朝鮮

半島は，中国と日本，日本と米国，ソ連と米

国，そして中国と米国という強大国間の熾烈

な勢力競争の場として機能してきた．一方，

大多数の中国人にとって朝鮮半島は，中国が

近代に経験した長い屈辱の歴史を中国共産党

によって再建された新中国が，朝鮮戦争へ介

入して米国を中心とした西欧勢力との戦争に

勝利し，民族的自尊心を回復した大切な場所

だと思われている16．そのため，朝鮮半島は

中国人にとって中国人の血と汗で守った地域

として認識されている． 

冷戦期中国の朝鮮半島政策は米国の包囲作

戦を突破しながら，ソ連の北朝鮮に対する影

響力の向上を防止するために，北朝鮮に対し

て前向きな政策をとった．しかし，冷戦体制

の終結の中で，中国は北朝鮮の丁寧なお願い

にもかかわらず，1992 年 10 月韓国と外交関

係を樹立することで，一つの朝鮮方針から二

つの朝鮮或いは一朝一韓の方針に政策を変更

して，政治的には北朝鮮を支持しながら，経

済的には韓国との関係を緊密にする実利主義

的なアプローチをとった．中国政府の観点か

ら見ると，北朝鮮はパキスタンやミャンマー

と共に，中国の多極化戦略に対する利益認識

を共有する重要な友好国として分類されてい

る反面，韓国への評価はかなり留保がついた

ものとなっていることが判る17． 

2000 年代に入って深刻化している北朝鮮

の核問題，世界文化財遺産の登録を巡って触

発された中国と韓国の感情的な争い，そして

高句麗史の解釈をめぐる中国と韓国及び北朝

鮮の感情上の縺れは，中国が北朝鮮に対する

政治的な考慮と韓国の経済的な政策を並行し

て推進するとしても，漢族と韓族間の感情的

な対立を十分に包容する方向に進むことがで

きないことを示している． 

これは，中国の有力新聞である『国際先駆

導報』が明らかにした中国ネチズンの周辺国

に対する選好度調査結果でも明白に表示され

た18．約 12,000 人の中国ネチズンたちは最も

嫌いな国一位に韓国(40．1％)を選択して，二

位日本(30.2％)，三位インドネシア(18.8％)に

比べて非常に高い嫌悪感を表明した．一方，
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中国のネチズンたちは最も友好的な国として

一位パキスタン(28％)を選定し，これに続き

二位ロシア(15.1％)，三位日本(13.2％)を選択

した．一般的に，中国の反日感情は非常に強

いと見なされてきたが，なぜ，中国のネチズ

ンは日本より韓国を嫌い，社会主義同盟国と

いわれる北朝鮮に対しても好感を積極的に表

現しないのか． 

これに対して，中国のネチズンも次のよう

な反論を表現している．「私は今回の調査結

果を通じて私の予想を超えた二つの事実を理

解することができた．ひとつは，サイバー空

間の多くの人々が予想外に日本が好きだとい

うことだ．もうひとつは，韓国が好きな中国

人が本当にいないように見られるということ

だ．私はそれでもまだ中国のインターネット

空間には，韓流に象徴される韓国文化が好き

な中国人たちが存在していると信じてい

る」19．中国ネチズンの韓国に対する嫌悪感

は次のように表明される．「中国人の目には，

韓国は過去数年間，比較的尊敬を受けていた

国家であったが，いまは突如不快な国に変わ

ってしまった」20． 

一方，北朝鮮に対する中国ネチズンの批判

的な評価は次のように表れている．「北朝鮮

は，われわれの言葉に従っていない幼弟で，

中国の貢献に対して感謝の言葉を表現してい

ない恩知らずな存在である．北朝鮮の挑発的

な行為により中国の国家統一だけでなく，中

国の浮上という巨大な計画に水をさされるの

だから，北朝鮮に対して強力な制御を緩くし

てはならない」21． 

上記のように，中国ネチズンの韓国と北朝

鮮に対する感情的な嫌悪感は，2007 年以来

朝鮮半島における一種のネット民族主義とし

て継続的に強化されてきている．特に，中国

ネチズンの韓国に対する嫌悪感と抵抗感は，

第一に，中華文明の核心的な価値への韓国の

挑発，第二に，戦後世代の中国の若者たちの

韓国と北朝鮮に関する歴史認識がはっきりし

ていないこと，第三に，韓国の経済成長に賞

賛をしながらもこれに対する中国の貢献とい

う相反する認識の衝突，第四に，中国が韓国

との経済関係において長期的な貿易収支赤字

を抱え続けているという問題，最後に，中国

と韓国の人的交流が増えているにもかかわら

ず，相互間の信頼が幅広く形成されていない

ことなどが挙げられる．また，ある中国のネ

チズンは「韓国は私達の友達だと思っている．

われわれは歴史問題を含む日本問題に対して

共同で対処してきている．中国とアメリカの

関係が悪化すれば，韓国によってその関係が

回復されることもできる．比較的な観点から

見ると，韓国は中国に欠点より利点が多い国

家と思う」という前向きな立場も少数だが存

在している22．中国ネチズンの韓国に対する

視点は，中国を認めていない無礼な国家であ

るという観点と，儒教を含めた中国の過去文

化を正しく保存している歴史的な鏡としての

重層的なイメージが共存している． 

中国ネチズンの北朝鮮に関する観点では、

北朝鮮はあまり良い相手ではないが，中国に

対して致命的な敵対国だと考えていない．こ

のような観点を代表する視角は，朝鮮戦争で

数多くの中国人が北朝鮮のために犠牲となっ

たにもかかわらず，北朝鮮は核とミサイルで

中国を脅威にさらし，周辺国の間に不安定を

もたらしていると非難している．また，ある

中国ネチズンは，北朝鮮が中国の友好国家で

あるという主張に反論をしながら,「北朝鮮が

実際に中国に友好的なことがあったのか．私

は絶対にそう思っていない．北朝鮮は最近に

なっても中国を怒らせるだけだ」と主張した
23．しかし，中国ネチズンの北朝鮮への普遍

的な観点は経済的に非常に劣悪な状況に置か

れているので立派な国家ではないが，軍事的

な同盟国として中国にとって重要な隣国と認

識している．一方，北朝鮮の自力更生を基盤
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とした社会主義路線の堅持は，一部の中国ネ

チズン間で毛沢東主義に対する郷愁と尊敬を

呼び起こす一つの鏡として機能しているとい

う点を見落としてはならない． 

主に中国東北地方に中国の少数民族として

居住している約 200 万人の朝鮮族に対する中

国ネチズンの評価は，まず，中国人という大

きな命題の下で，朝鮮族といっても中国人と

見て積極的に助けなければならないという見

方がある24．その一方，中国で韓国人が経営

する工場で，朝鮮族は漢族をはじめとする他

の中国人と比べて良い待遇を受けるという点

を挙げ，敵対感と異質感を表現していること

もあるが，これは中国の朝鮮族が韓国人や北

朝鮮人と連携して，中国を見下したり脅すこ

ともできるという潜在意識が表れたものと見

ることができる25． 

中国朝鮮族ネチズンは，ほとんど朝鮮族で

ある自分のアイデンティティについて直接的

な言及を避けている．しかし，韓国にある朝

鮮族のウェブサイト上の，中国朝鮮族による

次のような意見は示唆するところが非常に大

きい．「以前には漢族が朝鮮族を非常に好ん

だが，今は状況が変化している．私たち朝鮮

族もこのような状況に対してある程度責任が

ある．なぜなら，私たちの一部は，私たち朝

鮮族は漢民族よりも優れていると考えている

からだ」26． 

朝鮮半島に対する中国インターネット上の

議論を検討してみると，一部の中国ネチズン

は韓国に対して無礼な国家として，北朝鮮に

関してはならずもの国家として描写しながら

も，中国の伝統文化がよく保存されている韓

国への憧れと毛沢東時代の中国社会主義の精

神が保存されている北朝鮮への郷愁が交差し

ていることを確認することができる．これら

の重層的な朝鮮半島に対する中国ネット民族

主義の展開は，朝鮮半島における中国の多様

な役割によっても再確認できる． 

つまり，中国は北朝鮮の政治的支援者であ

り，韓国の経済的パートナーであり，韓国と

北朝鮮が互いに対立している場合は仲裁者の

役割が期待され，北朝鮮の核問題解決のため

の 6 ヶ国協議ではホスト役であり，北朝鮮の 

改革開放を導く師範であり，反日戦略同盟の

メンバーであることはもちろん，米国主導の

北東アジア秩序を改革しようとする国家でも

ある27．朝鮮半島をめぐるこのような複雑な

中国の認識と役割に加えて，両岸関係のジレ

ンマが朝鮮半島に反映されると，さらに歪曲

されて急進的な面をもたらすことになる． 

ある意味で，中国の浮上とともに中国の朝

鮮半島に対する認識は，相対的に集中力が分

散されているといえる．中国政府は，調和の

とれた世界と平和的な発展を核心的な国家政

策として推進している．にもかかわらず，中

国内部からも認知されている国力の浮上によ

り，周辺部に対する極端な自国中心主義が触

発されている28．これは，特に朝鮮半島にお

ける中国ネット民族主義の場合によく見られ

る． 

ⅣⅣⅣⅣ．．．．中国中国中国中国ネットネットネットネット民族主義民族主義民族主義民族主義のののの政治心理学政治心理学政治心理学政治心理学

では，中国ネット民族主義の韓国と北朝鮮

に対する認識の形成と談論が果して中国の外

交政策決定過程或いは主要言論媒体に影響を

及ぼすだろうか．インターネットを通じて見

られる中国ネット民族主義の朝鮮半島への攻

撃的なアプローチと抵抗的な感情は，中国の

外交政策決定過程にある程度影響力を及ぼす

ものと想定されるが，中国の対外行動を大き

く変化させるのには明らかな限界がある．な

ぜなら，中国ネット民族主義の根幹となるイ

ンターネット空間での活動は，「インターネ

ットコミュニティの不均衡な参加状況，オン

ライン意見の極端な傾斜，そして中国政府当

233



ICCS Journal of Modern Chinese Studies Vol.4 (1) 2011 

 

局の厳しい統制が，インターネット空間の公

的領域への発展を制限しているからだ」29． 

例えば，高句麗史に関する中国と韓国の感

情的な対立は，特にインターネット空間を通

じて攻撃的な傾向を見せたが，中国政府は事

態の悪化を防止するために，中国の主要ウェ

ブサイトに掲載された高句麗に関するものを

2007 年 2 月に一方的に閉鎖させた30．にもか

かわらず，インターネット空間に強烈な民族

主義的感情が存在することは事実で，中国政

府は国力の強化にともなう周辺諸国の中国に

対する懸念を十分に認識しており，融和的な

外交的ジェスチャーを使って影響力を確保す

るために外交的な努力をしている31． 
 

中国ネット民族主義の中国の外交政策決定

過程における役割を論じる前に，何よりもま

ず，中国，日本，そして韓国と北朝鮮がすべ

て正常な状態の国家でないということを認識

する必要がある．特に，韓国と北朝鮮は分断

国家として，いまだ統一国家を朝鮮半島に樹

立しておらず，韓国と北朝鮮の分断はマクロ

的な次元で，中国と日本の協力を防ぐ「二重

の障壁」として機能している．中国も地球上

のすべての国家から認定を受ける正常な状態

になるには多くの時間が必要なのが実情であ

ると中国のある研究者は言っている32． 

このような文脈で，インターネット上で形

成された世論が国内政治の決定要因として，

中国の外交政策に一定の影響を与えるといえ

るが，合理的な国家利益の最大化を持続的に

追求する中国の対外行動を決定する要因とし

て機能することには限界がある．しかし，こ

れは中国ネット民族主義が重要でないことを

意味するものではない．なによりも，中国に

おいて国内問題，特に政治的安定は国家安保

の最優先議題であるからだ． 

中国は短期的に，中国内のインターネット

ユーザーとサービス提供者への自己検閲を向

上させて，海外の反政府要人らの影響を遮断

するのに成功を収めるだろうが，長期的に見

ると，インターネットをはじめとする情報通

信革命は中国社会の多様性と民主化を求める

革命の基地となるものであり，インターネッ

トユーザーの規模が増加し，経済的な発展が

遅れる場合は，特にそのようになる可能性が

高い33．したがって，インターネットは中国

の外交政策を含む国家政策の収束過程におい

て重要な要因として機能する．そして，朝鮮

半島における中国ネット民族主義の台頭とそ

の変容は中国の内外政策を検討して眺望する

のに有用である．つまり，中国政府が主張す

る平和的な発展，調和のとれた世界，そして

持続的な成長は，政治的な改革を含む多様性

への包容なく進展することができず，これは

中国政府のインターネット政策と，インター

ネットを媒介して発展している中国ネット民

族主義を含む世論と国民感情をどのように収

束して形成させていくかと一脈相通ずるもの

である34． 

ⅤⅤⅤⅤ．．．．朝鮮半島朝鮮半島朝鮮半島朝鮮半島とととと中国中国中国中国ネットネットネットネット民族主義民族主義民族主義民族主義

最後に，韓国と北朝鮮に対する中国ネット

民族主義の感情と世論を形成させる核心的動

因は何かについて論じたい．中国のインター

ネットと中国の浮上及び中国民族主義に関す

る研究は，これまで段階的に行われてきた35．

ところが，中国ネット民族主義が形成された

全体的な背景とその眺望をマクロ的な次元で

扱った研究はまだ体系的に行われていないの

が事実である． 

中国の外交政策決定過程に関する分析を含

む一般国際関係を研究するとき，国家利益と

国民感情を厳密に区別しなければならないと

いう現実主義理論に立脚した主張がある36． 

一方，既存の国際関係理論では国家の威信と

国民感情などの重要な分析レベルを排除する

ことは，その重要性を考えると，非常に不適

234



ICCS Journal of Modern Chinese Studies Vol.4 (1) 2011 

 

切だという構成主義理論に立脚した反論も提

起されている37． ウェントはドイツを構成す

るのは基本的にドイツ人自らの内部の言説だ

と主張している38．そのため，朝鮮半島にお

ける中国ネット民族主義の研究を通じて，も

う一つの重要な視野から中国内部の対内外政

策に対する認識と評価及び展望を導き出すこ

とができる． 

ポスト冷戦期中国の朝鮮半島政策は一つの

朝鮮政策から「一朝一韓」という並行戦略を

駆使して，北朝鮮とは政治的協力を強化し，

韓国とは経済的な交流を活性化する方向に進

んでいる．しかし，1990 年代後半以降，北朝

鮮の先軍主義路線追求によって経済難が深刻

になると，北朝鮮に対する中国の経済的関与

が増え続けることになり，朝鮮半島全体の中

国との経済交流が深化するとともにその政治

的影響力も強化されている．このような中国

の朝鮮半島全体への経済的，政治的影響力の

強化は，北朝鮮と韓国が中国を牽制するため

に米国に接近する傾向を誘導している39．こ

のような文脈で，2006 年の北朝鮮核危機や

2007 年の韓国保守政権誕生の動因を探るこ

とができる． 

[図-2] 中朝貿易総額，1993-2005 年 (百万 USD) 
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資料: 韓国統一省，KOTRA など 

本研究は，中国の『国際先駆導報』が中国

ネチズンに対して実施した周辺国に対する選

好調査をもとに，朝鮮半島における中国ネッ

ト民族主義の台頭とその変容過程を追跡し，

その戦略的な意味を究明して見た．中国は経

済的に浮上しているが，両岸関係という特殊

な現実の中で歪曲されやすい対外認識の構造

を持っており，朝鮮半島における過去の圧倒

的な記憶と近代の屈辱的な歴史そしてアメリ

カとの競争意識など，多層的なイメージを中

国ネチズンの朝鮮半島に関する反応を通じて

知ることができる． 

換言すると，中華文明の振興と中華主義の

再建を追求する中国民族主義の立場から，北

朝鮮はならずもの国家として，韓国は無礼な

国家として認識しながらも戦略的利益に応じ

て，バランスのとれたアプローチをしなけれ

ばならないという慎重論も内在していた．一

方，その裏面には社会主義革命によって天下

中心の過去と断絶され，再度，科学的社会主

義という修正主義路線を続けている中国の立

場で,北朝鮮は過去の毛沢東主義の郷愁を呼

び起こす大切な歴史の窓であり，儒教文化を

維持している韓国は中華文明の要諦を見るこ

とができる貴重な鏡として機能しているとい

える． 

つまり，経済的浮上と共に拡散している中

国のアイデンティティ喪失危機の中で，朝鮮

半島は中国の過去と未来を共に眺めることが

できる有益なテキストとして機能している点

に注目しなければならない．しかし，両岸関

係の特殊性によって，朝鮮半島における中国

の外交政策とネチズンの言説は，非常に大き

な不安定性を持っているという点を改めて強

調したい．結論として，朝鮮半島における中

国ネット民族主義は，過渡期を迎えている中

国のアイデンティティ喪失の不安感や民族自

尊心をよく見せてくれる事例であり，中国が

責任ある強大国になるためには，広く開いた

視野と認識を持つ必要があるという点を指摘

したい40．従って，中国ネット民族主義に対

する継続的な関心と綿密な研究が，今後も進
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められなければならない． 
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The Rise of China and Its Growing Role in International Organiza-

tions 

Zhihai XIE
1

In recent years China’s rise has inspired 

megabytes of discussions and debates. Needless 

to say, China’s rise has influenced the interna-

tional structure dramatically. However at the same 

time, there is another phenomenon paralleling the 

rise of China. In other words, China has been 

playing a more and more important role in all 

kinds of international organizations in fields 

ranging from economics to security to culture, the 

environment, and so on. In a sense, China’s 

growing role in all kinds of international organi-

zations is part of the story of China’s rise. The 

Chinese government has attached more and more 

importance to international organizations than 

ever before. On November 8
th
, 2010, an article

entitled “China Defines Its New Role in Interna-

tional Organizations” appeared in the authorita-

tive state-owned newspaper People’s Daily (Ren-

min Ribao), which could be recognized as China’s 

full consciousness of the importance of interna-

tional organizations and its public declaration of a 

comprehensive engagement with international 

organizations
2
.

International organizations have been play-

ing more and more important roles in interna-

tional society. According to the latest statistics 

from the Union of International Organizations, 

there are now 63,993 international organizations, 

in all forms and disciplines
3
. The depth and

breadth a country engages itself in international 

organizations reveal whether its diplomacy is 

mature or not. That’s primarily why China, as a 

rising power with increasing stakes in interna-

tional society, is attaching more and more impor-

tance to its deepening and expanding engagement 

with various international organizations.  

However, Chinas did not take an active 

stance towards international organizations for 

quite a long time after the war. Since the reform 

and open-up policy in the late 1970s, China has 

gradually changed its attitude and policy towards 

international organizations. The past decades 

witnessed a transformation of four stages in Chi-

na’s attitude toward international organizations. 

First, firmly opposing international organizations; 

second, holding reserved caution about interna-

tional organizations; third, joining international 

organizations actively; fourth, taking the leader-

ship in many international organizations and initi-

ating new forums and organizations. The incen-

tives behind this changing policy toward interna-

tional organizations lie in several aspects. First of 

all, globalization has made China closely associ-

ated with other countries as interdependence ac-

celerates; second, China has benefited from en-

gaging in international organizations and it could 

not continue to grow unless it keeps on being in-

volved in international organizations; third, Chi-

na’s rise has generated requests for leadership and 

participation from other countries, and therefore 

China must bear international responsibility. Cur-

rently the biggest agenda item that China is faced 

with concerning its role in international organiza-

tions is, how to correctly function in a leadership 

論文 
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position in international society and push forward 

the multi-polarization of the international system 

and enhance the effectiveness of the resolution of 

diverse international issues such as 

non-proliferation, poverty, global warming and so 

on.  

I. From Resistance to Embrace: the Evolving 

Process    

Just as a leading Chinese scholar pointed out, 

China’s relationship with international organiza-

tions has experienced a process from denial to 

admitting, from playing common roles to striving 

for important positions, from highlighting domes-

tic necessities to more concern about international 

image. The transformation reflects the changes in 

the perspectives from which Chinese leaders view 

the outside world, as well as China’s necessities 

with regard to international organizations
4
.

In general, the process of China’s engage-

ment with international organizations can be di-

vided into four stages. The first stage was from 

1949 to 1971. China resisted participation in in-

ternational organizations and had very limited 

connections with very few international organiza-

tions in this period. This was a time when China 

was outside the UN system, and ideologically 

impacted by the confrontational and antagonistic 

Cold War mentality. The basic situation China 

faced was isolation from international society, 

which limited its participation in and shaped its 

attitude towards international organizations. The 

view that Chinese leaders held about international 

organizations at this stage was rather negative and 

even hateful. China did not participate in the in-

ternational organizations, basically because China 

did not trust the guidelines of any international 

organization. The speeches delivered by Premier 

Zhou Enlai and other leaders then showed that 

China was conservative and prudent about the UN 

and other international organizations. In China’s 

view, these international organizations were con-

trolled by western powers while third world 

countries had little leverage. Thus it reflected the 

inequality of international political reality
5
. Under

such circumstances, China had very limited 

choices. The first was to link with the interna-

tional organizations in the socialism camp. The 

second was to develop relationships with interna-

tional organizations in developing country blocs. 

Some direct examples were the Geneva Confer-

ence in 1954 at which Premier Zhou Enlai fa-

mously put forward the Five Principles of Peace-

ful Co-existence (Heping Gongchu Wuxiang Yu-

anze), and the Asian-African Conference or 

Bangdung Conference in 1955 which convened 

most of the Third World countries, as well as 

China’s intimate relationships with the Group of 

77 and Non-aligned Movement. Meanwhile, 

China also had never given up its effort to resume 

its legitimate seat in the UN. 

The second stage was from 1971 to 1978. In 

this period China gradually came to take some 

steps in its participation in international organiza-

tions. Actually in the 1970s even after China had 

regained its seat in the UN, it did not choose to 

engage in diplomacy with many international 

organizations as some predicted and anticipated, 

instead it still held a passive stance. This could be 

explained from two aspects. One was that in the 

1970s the UN was still the competing arena for 

the US and the Soviet Union under the framework 

of the Cold War. The other more profound reason 

lay in China’s domestic factor. China’s diplomatic 

conceptions and foreign policies had been influ-

enced by the Cultural Revolution and the ul-

tra-leftist ideology. China thought of the UN as 
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the tool of the capitalist controlled by the US and 

the Soviet Union. Therefore China only took the 

UN as a formal forum in the period, with little 

expectation for it to maintain world peace. 

Though China did not take active steps in partici-

pating in the UN and some other major interna-

tional organizations, its attitude had changed a lot 

compared to the first stage. Therefore, it tried to 

established connections with some social and 

cultural organizations. For example, China joined 

a series of organizations in non-political areas 

within the UN system, such as UNDP and 

UNESCO, and also resumed and developed its 

relationship with the International Olympic 

Committee, International Standards Organization, 

and so on. 

The third stage was from 1978 to 1989. 

From 1978, China confirmed its reform and 

open-up policy, and strengthened its interaction 

and communication with the outside world, which 

in turn led to a boom in its participation in inter-

national organizations. In this period, China not 

only developed its relationship with international 

political organizations, but also began to establish 

relationships with organizations in wide-ranging 

areas like economic, trade, finance, culture and 

scientific technology, and so on
6
. Particularly after

entering the 1980s, Deng Xiaoping advocated that 

China should both struggle and cooperate in for-

eign affairs including within the international or-

ganizations, aiming at establishing a new interna-

tional order based on the Five Principles of 

Peaceful Coexistence. Therefore when Deng was 

in power, the number of international organiza-

tions China participated in and the breadth and 

depth of its participation were unprecedented 

comparing to Mao’s era. The essence of Deng’s 

strategy on international organizations was to 

obtain a stable and peaceful international envi-

ronment for domestic economical development 

by acknowledging the existing international insti-

tutions
7
.
 
The most evident was the significantly

expanded participation in economic and financial 

organizations. This was largely due to the central 

strategy of concentrating on economic develop-

ment as the major national goal, which was con-

firmed by the Third Plenary Session of the 11
th

Central Committee (Shiyijie Sanzhong Quanhui). 

The direct reason was the foreign investment and 

capital for booming economic development. Deng 

Xiaoping, the general strategist and architect of 

China’s reform and open-up policy, pointed out 

that China must first fulfill its economic mod-

ernization, which means the Chinese economy 

must shift from the Stalinist model to an inde-

pendent one relying more on export. Therefore 

participation in major international organizations 

became indispensable
8
. In 1980, China regained

its membership in the most influential interna-

tional economic and financial organizations such 

as the IMF, the World Bank, and also formally 

joined the ADB (Asian Development Bank) in 

1986. Through these major organizations, China 

obtained large volumes of funds and aids to con-

struct the infrastructures nationwide which were 

fundamentally important for the preliminary stage 

of economic development. Apart from economic 

organizations, China also began to show its inter-

est in organizations concerning peace keeping, 

disarmament and arms control. Before the 1980s, 

China used to resist UN peace keeping operations, 

since China held the view that an intervention by 

a UN controlled by hegemonic powers could 

never be justice. With the rapprochement in the 

late 1980s, and the alleviation of the confrontation 

between the US and the Soviet Union, China be-

gan to build its confidence in UN peace keeping. 

For example, in 1984, China proposed its seven 
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principles for UN peace keeping operations. In 

1988 China formally became a member of the 

UN Peace Keeping Special Committee.   

The fourth stage was the post-Cold War era, 

from 1990 until now. During this period, China 

not only has comprehensively expanded and 

deepened its engagement in a diversity of interna-

tional organizations, but also has tried to play a 

more and more active and leading role in many 

organizations. At the initial stage, because of the 

1989 Tiananmen Incident, China was once strictly 

sanctioned and isolated by the Western countries. 

Therefore, to break through the predicament, 

China tried hard to promote and strengthen multi-

lateral diplomacy in international organizations, 

and gradually formed a strategy of highlighting 

both bilateral and multilateral diplomacy. From 

the middle of 1990s, as China’s economic and 

military power began to grow at high rates, the 

“China threat” claim also rapidly gained momen-

tum in some Western and neighboring countries. 

To avoid being perceived as a threat and deliver a 

more transparent and accountable image, China 

made efforts to show its responsibility by contrib-

uting to the activities in many international or-

ganizations. Needless to say, in this period, the 

depth and breadth of China’s participation in in-

ternational organization has dramatically in-

creased. Nowadays almost in all the major inter-

national organizations covering all the areas, poli-

tics, economics, security, military, environment, 

climate, culture, etc, China’s voice can be heard. 

In 2003, the number of influential international 

governmental organizations (IGOs) that China 

joined was 41, accounting for 91.11% of that of 

the US. In 1996, this number was only 70%
9
. This

marked a remarkable growth in China’s participa-

tion.  

Most importantly, there are some milestones 

of China’s unprecedented expansion of engage-

ment in international organizations, and the dra-

matic change in its attitude towards international 

organizations. For example, after long years of 

pursuit, China was finally awarded membership 

in the WTO in 2001. Even though entering the 

WTO meant not all opportunities but also tre-

mendous challenges, particularly for China’s ag-

riculture which was by no means competitive 

internationally, this was among the most encour-

aging events in the year. In the same year, China 

convened some Asian countries and established 

the Shanghai Cooperation Organization, and the 

annual Boao Forum based in Hainan Province in 

China was also initiated. These two events mani-

fested that China had become so active as to take 

the leadership of establishing and initiate new 

international organizations or forums. One thing 

which is also worth noting is that in the same year, 

China successfully won the bid for the 2008 

Olympic Games. Owing to these enormous 

strides that China has made in its engagement 

with international organizations, some people thus 

even argued that the year 2001 marked the wa-

tershed when China began to really connect with 

the world. What’s more, as the new century un-

folds, when China’s economic development has 

no sign of slowing down, its influence in interna-

tional organization and its position in international 

society have been also experiencing another tide. 

That is part of the reason why some people claim 

that the 21
st
 century would be China’s century; at

least the first ten years saw the unprecedented 

ascent of China’s international position.   

II. Comprehensive Engagement and the Incen-

tives 
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As mentioned above, China was initially not 

active in participating in international organiza-

tions. Its expanding and deepening engagement in 

international organizations is a gradually evolving 

historical process. The basic characteristic of 

China’s current participation in international or-

ganizations can be summarized as a comprehen-

sive engagement with all kinds of international 

organizations in wide-ranging areas. After doubt, 

hesitation, reappraisal, reflection, and reconsid-

eration, China has completely abandoned its 

old-style of thinking about international organiza-

tions. Instead, it has set up a new national strategy 

of engaging international organizations, making 

enormous efforts to join in addressing common 

global agendas through international organiza-

tions, attaching significant importance to multi-

lateral diplomacy in international organizations. A 

textbook for college students offering a general 

introduction on international organizations vividly 

reflected this rising power’s strategic vision on 

multilateral diplomacy and comprehensive en-

gagement with international organizations. This 

book says, “As a great power in the world, China 

has gradually become an important force in the 

international society, therefore we must intimately 

cooperate and coordinate with the United Nations 

and other international organizations, and play an 

active role in these organizations. Only by doing 

so, China can do more contribution to the interna-

tional society. 
10
”
  
It is publicly recognized that in

recent years China’s influence has been increasing 

tremendously. A direct manifestation is the grow-

ing number of senior officials in some leading 

international organizations. Below is a general 

review of Chinese nationals appointed top-ranked 

positions in some of the most influential interna-

tional organizations in recent years
11
.

Name Position Assuming Year 

Margaret Chan Fung Fu-chun Director-General of WHO 2007 

Sha Zukang Under-Secretary-General of UN 2007 

Lin Yifu Chief Economist and Senior Vice President of 

World Bank 

2008 

Zhu Min Special Advisor to the Managing Director of 

IMF  

2010 

Zhang Yuejiao Justice of Dispute Settlement Body of WTO 2008 

He Changchui Deputy Director-General of UN FAO 2009 

Wang Binying Vice Director-General of WIPO 2010 

As a result, China gains more and more in-

terest from international organizations, as well as 

contributes more and more to international or-

ganizations. Certainly more and more responsibil-

ity has been expected from China. In such a con-

text, China has promptly adjusted its policy and 

become more devoted to give rather than to gain. 

Centered on the UN and other leading interna-

tional governmental organizations, China has 

proactively increased its international contribution 

in recent years. One thing worth noting is that 

China has significantly and actively expanded its 
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commitments to UN operations. For example, 

China has raised its share of membership fees 

from 0.7% at the end of the 20
th
 century to

2.053% in 2005, 2.677% in 2009, and a further 

promotion to 3.189% in 2010. Meanwhile, its 

peacekeeping fees share also increased from 

3.147% in 2009 to 3.939% in 2010. In addition, 

China is now dispatching the largest number of 

peacekeeping personnel among the Security 

Council members. In 2010, China continued to 

promise to provide more aid to other developing 

countries for the Millennium Development Goal 

of UN, including constructing schools, dispatch-

ing medical personnel, developing clean energy 

and ecological programs, reducing debts for the 

least developed countries, and so forth
12
.

   The underpinning incentives for China’s 

fiercely changed attitude towards international 

organizations and its expanding strategic en-

gagement are multifaceted. First, engaging with 

international organizations serves China’s national 

interests and helps amplify its hard and soft power. 

Needless to say, China has received a lot of eco-

nomic benefits from economic and financial or-

ganizations. This is an important contributing 

factor for China’s past three decades of economic 

growth. Its participation in security dialogue and 

cultural communication also assured peaceful 

relationships with most neighboring countries and 

enhanced mutual understanding. Second, China 

has changed its view on the principle of sover-

eignty under the circumstance of globalization. 

The increasing trend toward global interdepend-

ence has accelerated in the 1990s, encouraging 

the evolution of some of the central concepts un-

derpinning international systems, including, fun-

damentally, the institution of state sovereignty
13
.
 

Globalization and global governance has put na-

tion states in a position of dilemma to some extent, 

as they are required to expose more and more 

internal affairs to the international society. Thus 

participation in international regimes means that 

part of the sovereignty must be transferred to the 

international society. With the humiliating his-

torical experience of being invaded territorially, 

China has long been extremely sensitive and cau-

tious about sovereignty. However, from the 1990s, 

it has gradually become acceptable for sover-

eignty transfer within international regimes. Third, 

ideology and value have experienced considerable 

transformation. In the Cold War era, ideology to a 

large extent influenced China’s foreign relations, 

and thus determined its attitude toward interna-

tional organizations. International organization 

diplomacy was limited by a confrontational men-

tality and the highlight on values in foreign policy. 

With the dilution of ideology in Chinese leaders’ 

world outlook and the practice of foreign policy 

decision-making, international organization di-

plomacy has become active and ramped up. So far 

China’s officials have said that although China 

has a distinctive political system and ideology, it 

can cooperate with other countries based on 

shared interest—although not, the suggestion 

seems to be, on shared values
14
.
 
Fourth, China has

become more and more committed to its interna-

tional responsibility and national image. China 

has long been plagued by the China threat percep-

tion in the West and its neighboring countries. To 

neutralize the threat perception, China has con-

veyed clearly its devoted adherence to a peaceful 

rise in the past decade. However, the criticism and 

accusation of lacking transparency from Western 

countries never sees an end. Therefore, China 

determined to go out to show its commitment to 

peace and address its willingness to cooperate on 

the platform provided by various international 

organizations.   
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ⅢⅢⅢⅢ. Shifting Regimes and Rising StateShifting Regimes and Rising StateShifting Regimes and Rising StateShifting Regimes and Rising State 

Both the current international regimes and 

the rising China are experiencing dramatic 

changes. In the context of fiercely undergoing 

globalization, with the compression of time and 

space made possible by modern technology, 

world politics has changed accordingly. First of 

all, nation-states are no longer the sole major enti-

ties in international society. More and more in-

fluential international organizations have risen up 

to play as global actors. Liberalists in interna-

tional relations argue that international regimes 

have the function of attracting and persuading 

countries to be more cooperative; especially ma-

ture and institutionalized regimes with effective 

regulations and rules could spur states to cooper-

ate while prevent them from conflicts. As the ma-

jor components of international regimes, interna-

tional organizations are not only becoming more 

and more important, but also experiencing pro-

found changes.  

The change of international organizations in 

international regimes under the current world sit-

uation could be elaborated from three aspects. 

First, the agenda focuses of international organi-

zations have changed from high politics, namely, 

the traditional military security issues, interna-

tional conflicts, peace and war to a series of low 

politics issues, such as non-traditional security, 

economic and financial crisis, social problems, 

environmental and energy issues, large-scale epi-

demics, and so on. Second, the types of interna-

tional organizations are also experiencing some 

change, which in turn results in a change in the 

cooperation approach among states in the organi-

zations. In the past, the concerted organization has 

been the prevailing type. Nowadays as the inter-

national environment changes, the new-

ly-emerging forum type of international organiza-

tions such as G20 have become more and more 

influential in many transnational agendas. This 

would definitely diversify the cooperation and 

interaction among different international actors. 

The third and the most important is that the deci-

sion-making institution is experiencing dramatic 

change. For quite a long time after the Second 

World War, developed countries have almost 

dominated all the right of decision-making in 

major international governmental organizations. 

However, developing countries are awarded more 

and more share of the right to make decisions and 

set up rules
15
.

While the international organizations and the 

international regimes are facing the agenda of 

structural reform, China itself also has the ur-

gency to adjust its relationship with international 

regimes, including its foreign policy orientations 

with regard to international regimes. The interna-

tional order is proceeding towards a more mul-

ti-polarized and cooperative one, which poses 

both opportunities and challenges for states. Rob-

ert Keohane, the founder of the theory of interna-

tional regimes, famously noted that if world po-

litical economy is to continue to exist, the primary 

political dilemma would be how to organize in-

ternational co-operations without hegemony
16
.
 

And moreover, the nexus between states and in-

ternational organizations has become far more 

indispensable than ever before. A country’s influ-

ence in major international organizations can be 

transformed into effective leverages in terms of 

hard or soft power. Without exception, China 

must adapt its engagement with international re-

gimes to the rapidly changing world situation. 

There are a series of questions to be considered 

and reflected on with regard to China’s relation-
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ship with international organizations in the new 

world contour and global landscape of interna-

tional regimes. For instance, how to deal with the 

relationship between multilateral cooperation and 

the maintenance of national sovereignty; how to 

balance the participation in Western-led interna-

tional regimes and the protection of China’s own 

national interests; how to utilize international or-

ganizations as a useful platform to convince the 

international society that China is committed to a 

peaceful rise, and so on.  

Given the transformation that international 

regimes are experiencing, specifically speaking, 

there are several aspects that China should pay 

attention to. First, China should continue to attach 

more importance to multilateral diplomacy with 

international organizations, and synthesize diplo-

macy with states and that with international or-

ganizations. China’s diplomacy is becoming less 

country-oriented and more multilateral and is-

sue-oriented. The shift toward functional focuses 

has complicated China’s bilateral relationships, 

regardless of how friendly other states are toward 

it
17
. Therefore any bilateral relationship must have

complementary diplomatic efforts in a diversity of 

issue-oriented cooperative frameworks, which are 

supplied by international organizations in differ-

ent areas. The participation in international multi-

lateral regimes helps reshape and recalibrate the 

relationship with other powers. The existence of 

interest divergence among states is inevitable. 

However, the cooperation with other states within 

the multilateral frameworks can effectively help 

reduce and eliminate the divergence and prevent it 

from leading to conflicts
18
.
 
Second, the interaction

with international organizations can by no means 

just be the recognition of and abidance by interna-

tional regulations, neither does it mean restraints 

and constraints on China by international regimes; 

rather it requires China to confirm and accept 

justice and fair rules and regulations, reject and 

decline the unreasonable and unjust ones, and 

under some occasions contribute some creation 

and development to international regimes
19
. Third,

China must bear in mind the fact that it is still a 

developing country, even though its international 

influence is booming. Internationally recognized 

as it is, many thorny and urgent domestic issues 

and agendas still remain to be solved. For exam-

ple, the expanding wealth disparity, the legitimate 

governance of minority ethnic groups, the eco-

nomic structural and industrial reforms, the aging 

population in large scales in the coming decades, 

and so on. None of these domestic issues is less 

urgent than its international responsibility. There-

fore China should adhere to its domestic reforms 

while engaging with international organizations, 

and should make use of international resources 

and talents to help address its domestic issues.  

ⅣⅣⅣⅣ.    Pointing to the Future: Pointing to the Future: Pointing to the Future: Pointing to the Future: FFFFreereereeree----rider or rider or rider or rider or 

StakeStakeStakeStake----holder?holder?holder?holder? 

The interdependence between states and in-

ternational organizations is further increasing. 

Nation states more and more rely on international 

organizations to address regional security, eco-

nomic, and social problems. Nation states have to 

accept such a basic fact that international organi-

zations have gained more and more share in deal-

ing with many international affairs. The strength-

ening of the relationship between states and in-

ternational organizations is also an irreversible 

trend. As a result, those states who want to enjoy 

more say and leverage in international affairs 

must first have enough share in a wide range of 

major international organizations. No single 

country can afford to stay outside international 
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regimes which are now basically characteristic of 

a series of international organizations and forums. 

Under such circumstances, the borderline be-

tween domestic and foreign agendas has been 

more and more blurred. Many domestic affairs 

can not be solved without international involve-

ment, and sometimes, even though states are not 

willing to, they just have no choice but to expose 

their domestic affairs into much more transparent 

and open international debate and discussion. This 

challenge, rising from the ramping influence and 

rising position of international organizations, is 

also an opportunity for states as well.  

It is under such circumstances that China 

gradually changed its attitude towards interna-

tional organizations and began to conduct com-

prehensive engagement with international re-

gimes. These international organizations had fur-

ther helped China’s economic development and 

its modernization. China has harnessed abundant 

resources including capital and technology to 

meet its rapid necessity since the beginning of 

reform and open-up policy
20
. Participation in a

wide range of international organizations has also 

strengthened China’s leverage on a series of glob-

al affairs and thus raised its international influence. 

There is no doubt that China has gained a lot from 

international organizations.  

Many foreign scholars therefore criticize 

China’s participation in international organiza-

tions as free-riding. China has been accused as a 

free-rider in a variety of areas such as technology 

transfer, arms control and climate change issues
21
.

Those who have little knowledge about China’s 

domestic situation even assert that China always 

speculates to enjoy the benefits and escape from 

obligations by labeling itself as a developing 

country. Namely, the identity of China as a de-

veloping country does not match the reality, in 

their assumption. Western countries also claim 

that China has burdened too little responsibility 

while enjoying the benefits from international 

participation. In response to the Western criticism, 

China has championed a slogan of acting as a 

responsible great power (Zuo Fuzeren de Daguo). 

Meanwhile it has consciously increased its con-

tribution to the international society by a large 

volume. For example, China kept raising its per-

centage of the UN membership fees in the past 

years. It also has expanded its foreign assistance 

to other developing countries. China continues to 

contribute to regional peace and stability, espe-

cially the in the Asia-Pacific region.
22 

China

promised not to depreciate RMB in the 1997 

Asian financial crisis, and also played an impor-

tant role in the recovery of the stagnating world 

economy hit by the last financial tsunami. In al-

most all the areas of global agendas, China has 

taken much more cooperative and accountable 

stances and steps.  

Although China may have initially joined 

international organizations for its own ends, the 

level of its liberal action has increased 

hand-in-hand with the increase in the number of 

international organizations China participates in. 

This supports neo-liberal institutionalist theory, 

which asserts that international regimes and or-

ganizations will influence state behavior through 

the limitations they impose on state freedom of 

action, specifically, by reinforcing reciprocity 

between states and making defection from the 

norms easier to punish
23
. The concept of sociali-

zation has also recently gained currency among 

Western scholars and policy analysts. They argue 

that “states are embedded in dense networks of 

transnational and international social relations that 

shape their perceptions of the world and their role 

in the world. States are socialized to want certain 
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things by the international society in which they 

and the people in them live.
 24

” If this socializa-

tion theory is true, China is being gradually so-

cialized into the current international system. 

Then international society should see the future of 

China as a responsible stake-holder as promising.  

The unprecedented degree of interdepend-

ence among states under profound globalization 

has put nation states, particularly those great 

powers in the same boat, which they could not 

escape from. China has been bound with the 

whole international system, particularly in the 

economic area. This helps it forge common 

grounds and reinforce cooperation with other 

countries. Taking US-China relations as an exam-

ple, many argue that the ever-growing economic 

interdependence would add to the stability of bi-

lateral relations. It is because of this economic 

interdependence that the United States sees the 

policy of engaging with China much more effec-

tive than that of containing China. The primary 

goal in Sino-American economic relations is to 

secure China’s full compliance with the rules of 

the global trading system
25
.
 
Some Western schol-

ars also claim that China will not pose a threat but 

will be a responsible actor because “China today 

is growing not by writing its own rules…it is 

playing our game.” That game is globalization, 

and its dominant rules are set predominantly by 

the West. Therefore, China will increasingly be-

come a responsible stakeholder in the existing 

global order
26
. This argument has some credit,

because indeed the relationship between China 

and the international system has profoundly and 

irreversibly changed during the past decades. As 

some Western scholars also acknowledge, China 

has changed its role from “the resistor to the in-

ternational system”, to “the reformer of the inter-

national system” and now “the protector of the 

international system”
 27

.

As shown above, the accusation of 

“free-rider” and the evaluation of “stake-holder” 

simultaneously exist with regard to China’s 

growing role in international organizations. In the 

future engagement with international organiza-

tions, China is facing an even greater challenge of 

dealing with the balance between national inter-

ests and international contribution, rights and ob-

ligations, leadership and accountability. As China 

continues to rise, and US and European powers 

decline relatively, China will be expected and 

required to provide more public goods for the 

international system. However, it is self-evident 

that only when China strengthens its own hard 

and soft power both at home and internationally 

could it provide more public goods to the interna-

tional society, and thus contribute more to interna-

tional organizations.  
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中国中国中国中国のののの対外宣伝工作対外宣伝工作対外宣伝工作対外宣伝工作とととと中国中央中国中央中国中央中国中央テレビテレビテレビテレビのののの国際放送戦略国際放送戦略国際放送戦略国際放送戦略1111

平野孝治平野孝治平野孝治平野孝治2

要旨要旨要旨要旨

近年，中国政府は，中国中央テレビの国際放送を強化しており，2000 年の英語専門チャ

ンネルの放送開始以降，フランス語やスペイン語，ロシア語といった国連公用語をすべて

専門チャンネル化した．中国政府は，中国が国際社会での影響力を更に拡大させるには，

国際社会での中国のイメージ改善が重要と考えている．国際放送の強化は，中国政府の対

外宣伝工作の一環であり，国際放送を充実させることにより，国際社会における西側メデ

ィアの影響力に対抗しようとしている． 

中国の対外宣伝工作の目的は，主に西側諸国の中国に対するイメージの改善である．し

かし，中国中央テレビの国際放送が西側諸国の視聴者に受け入れられているのかは未知数

である．それは，中国のジャーナリズムの質と関連する．中国では，依然としてメディア

統制が敷かれており，報道の自由は制限されている．更に，中国中央テレビは国営テレビ

局なので，政府の意向が直接反映されるため，コンテンツの官製色はより鮮明になる．そ

のようなコンテンツを西側諸国の視聴者が受け入れるとは限らない．一方で，中国中央テ

レビは東南アジアや中東，アフリカ諸国での放送体制を強化しており，メディア外交が積

極的に行われている．中国のメディア外交の今後に注目したい．  

キーワードキーワードキーワードキーワード：：：：対外宣伝工作，国際放送，中国中央テレビ 

ⅠⅠⅠⅠ．．．．はじめにはじめにはじめにはじめに

近年，ソフトパワー外交に注目が集まる中，

マスメディアの国際放送を利用した国際情報

主権争いが激化している．豊富な資金とブラ

ンド力から，CNN や BBC 等の西側メディア3

が国際社会での影響力を保ってきた．しかし，

2001 年のアメリカ同時多発テロ事件とその

後のイラク戦争では，中東の衛星テレビ局ア

ルジャジーラが中東の視線からイラク戦争の

実態を報じ，国際社会から注目を浴びた．ア

ルジャジーラは，その情報力とジャーナリズ

ムとしての質の高さから，中東の CNN と呼

ばれるようになった． 

これまで，発展途上国のメディアは，戦争

や紛争等の政治事件について，西側メディア

が配信するコンテンツを転載して放送してき

た．発展途上国のメディアは経済力と情報網

において西側メディアに太刀打ちできなかっ

たからである．しかし，アルジャジーラは，

西側メディアが入り込めない領域に踏み込み，

中東の声として国際社会に向けて情報を配信

することに成功した．グローバルメディアを

論じる上でこの意義は大きい．欧米中心の西

側メディアが独占してきた情報主権の構造に

変化が生じたからである． 

論文 
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国際放送は，自国の政治的立場を世界に向

けて配信し，国際政治を動かす可能性を秘め

ている．周［17］によれば，国際放送とは，

国際関係において孤独を避ける役割と，困難

な局面を脱出し新たな局面に展開させる役割

があるという4．外交では情報戦略が重要な役

割を果たすため，国際放送による情報配信は，

外交において自国を有利にする可能性を秘め

ている．武力によるハードパワーが国際社会

で警戒されることを考えれば，情報を国際社

会に向けて配信することにより，国際世論を

効果的に刺激することができると言える．こ

のような国際放送の利点を最も理解している

のは中国政府なのかもしれない． 

中国は，建国以降，対外宣伝工作を積極的

に行ってきた．中国政府の管理下にある中国

外文局は，戦後中国において国外に向けて中

国の政策や情勢を配信する重要な出版部門で

あった．中国外文局が発行する『人民中国』

や『北京週報』等の出版物は，英語版や日本

語版が発行されており，特に改革開放以前の

対外宣伝工作において重要な役割を果たして

きた．また，中国国際放送局も中国政府の政

策を海外に伝えるための重要な宣伝機関であ

った5．これまで活字と音声によって行われて

きた対外宣伝工作は，近年，中国中央テレビ

（以下，CCTV）による映像コンテンツへと

移行してきている．国営テレビ局である

CCTV は，国策として国内外に向けて中央政

府の政策を宣伝している．その CCTV は，

2000年以降，国際放送の配信を強化し，海外

向けコンテンツを充実させている． 

2006年に日本の外務省在外公館が114ヶ国

で行った調査では，CCTV が 114 ヶ国中 78

ヶ国で視聴可能であるのに対し，日本の NHK

ワールドTVは12ヶ国でしか視聴することが

できないと報告している6．これは，NHKの

海外放送事業が遅れているという点もあるが，

中国が既に国際放送の分野で日本を抜き，国

際社会での放送網を確立していることを証明

している．上述の周［17］が論じているよう

に，国際放送が国際関係を左右する重要な要

因であることを考慮すれば，中国は既に国際

放送を外交戦略の一環として取り入れている

と言える． 

以上の点を踏まえて，本稿では，国際社会

における中国の影響力が増す中で，中国政府

はどのような対外宣伝政策を敷き，中国の国

営テレビ局である CCTV はどのように国際

放送戦略を展開しているのかについて考察を

加える．  

ⅡⅡⅡⅡ．．．．中国政府中国政府中国政府中国政府によるによるによるによるメディアメディアメディアメディア政策政策政策政策におけるにおけるにおけるにおける

「「「「走出去走出去走出去走出去」」」」計画計画計画計画

1．．．．中国政府中国政府中国政府中国政府ののののメディアメディアメディアメディア政策政策政策政策にににに対対対対するするするする認識認識認識認識とととと

実施実施実施実施

中国政府の指導者は，外交やメディア政策

に関する談話で頻繁に中国メディアの国際社

会での劣勢について言及している．西側諸国

のメディアによる中国に関するマイナス報道

が，中国が世界で脅威であるかのように捉え

られる原因であると中国政府の指導者は認識

している．中国では報道の自由が制限されて

おり，マスメディアは共産党政権の許容範囲

内でのみ報道が可能であるのに対し，西側諸

国のマスメディアは報道の自由を標榜した批

判的報道に重点が置かれている．中国政府は，

このような西側メディアの報道は外交上の障

害であり，国際社会での影響力を更に拡大さ

せるには，自国のメディアの国際的影響力を

強化して，国際社会における中国のイメージ

を改善することが急務であると考えている． 

それを裏付けるのが，2007 年の中国共産党

第 17 回全国代表大会における胡錦濤国家主

席の談話である．胡錦濤国家主席は，第 17

回全国代表大会の政治報告の中で，文化的な

ソフトパワーを強化することを提示している
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7．中国政府は，中国の伝統的な文化や流行文

化などの情報を国内外に向けて積極的に配信

することによって，諸外国における対中イメ

ージの改善を図り，情勢を有利な方向へ運ぼ

うと考えている．もちろん，このソフトパワ

ーを強化する政策は，マスメディアの報道内

容にも影響を与える． 

中国においてマスメディアを管理・指導し

ているのは中央宣伝部であるが，中央宣伝部

に対する指導的権限を持ち，中国のイデオロ

ギー部門のトップと称されるのが，中央政治

局常務委員の李長春である．李長春［9］は

2008 年に開催されたCCTVの開局 50 周年大

会での講話のなかで，CCTV等の中央直属の

メディアを世界で影響を持つ国際的な一流メ

ディアへと成し遂げなければならないと述べ

ている．一方で，思想上，行動上も党中央と

一致しなければならないとの制約にも言及し

ている8．中国政府は，CCTV を既存の中国政

府によるメディアコントロールの下で，国際

的な報道機関へと発展させることを明言して

いるのである．中国国内の政治基盤を強固な

ものにするための宣伝機関としてのCCTVが，

その宣伝機関としての性質を保ちながら対外

的に規模を拡大させるのである． 

2009 年に中国政府は，CCTV の局長に焦利

を任命した．焦利は 2008 年から 2009 年まで

中央宣伝部の副部長を歴任した人物である．

この人事から，中央政府は CCTV を中央宣伝

部の影響下に置こうとしていることがわかる．

また，焦利は国家広播電影電視総局9の指導者

の一人でもあり，CCTV の放送に関わるだけ

ではなく，中国国内の放送業界全体を指導す

る立場にある．CCTV の局長は，官僚として

の役割も兼任しているのである． 

では，このような CCTV の幹部は，CCTV

をどのように発展させようとしているのか． 

当時 CCTV 副局長であった張長明は，CNN

は自分たちが客観的で公正な事実を報道して

いると標榜し，ニュースを評論する権利と事

実に対する判断をすべて視聴者にゆだねてお

り，また BBC は「宣伝がない」ところで宣

伝を行っているところに特徴があり，平和と

中立の旗の下で自分の立場を宣伝していると

し，CNN と BBC の特徴を参考にして CCTV

は発展していくべきであると述べている10．

張長明の発言からは，CCTV が CNN や BBC

を意識していることがわかる．そして，張長

明に言わせれば，CNN や BBC 等の西側メデ

ィアは，客観報道を標榜しているが，実際に

は自分の立場を鮮明にしており，西側メディ

アも客観的ではないということになる． 

中国は，報道の自由に関して西側諸国から

批判を受けている．しかし，近年中国国内に

は，西側メディアの報道は偏見報道であり，

事実を正確に伝えていないと指摘する研究者

もいる．結果として，国際社会において中国

は歪められていると主張している11．西側メ

ディアは，民主主義を強調し，独裁政権を批

判する．世界のメディア産業をほぼ独占して

いる西側メディアによる報道は既にグローバ

ルスタンダードとなっていると言っても過言

ではない．つまり，西側メディアの情報およ

びコンテンツにより，西側諸国の価値観と文

化を植え付けることも可能である．このよう

な文化帝国主義に対抗しようと，中国政府は

メディアによる中国文化の輸出の強化に乗り

出したのである． 

2．．．．中国中国中国中国のののの国際放送国際放送国際放送国際放送をををを巡巡巡巡るるるる政策政策政策政策    

近年，中国政府は中国の経済政策である「走

出去」政策と関連させ，国際放送チャンネル

の海外での普及を加速させている．CCTV は，

英語を中心とする外国語による国際放送を強

化しており，西側メディアに対抗できる英語

放送を実現しようとしている．また，CCTV

は海外の主要メディアと共同で番組を制作す

る国際交流も積極的に行っている．このよう
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にコンテンツを充実させることにより，

CCTV の海外での放送の実現を目指している． 

中国政府は，中央レベルの CCTV だけでは

なく，省レベルのテレビ局のチャンネルも海

外へ配信している12．中央政府は，国家広播

電影電視総局と共同で，中国衛星テレビ「長

城平台」（以下，長城平台）を設置した．長

城平台は，世界各国に CCTV と省レベルのテ

レビ局の国際放送チャンネルを配信するプラ

ットフォーム事業機関である．長城平台は香

港のフェニックステレビも取り扱っている．

香港のメディアは，中国大陸のメディアより

も比較的自由に報道することが可能であり，

中国大陸のメディアとは異なる位置付けがな

されることが多かったが，商品として香港メ

ディアも中国のメディア産業と一体化してい

る現状が見られる． 

『中国中央テレビ年鑑』によると，長城平

台の主な役目は，①中華文明を伝播する文化

的なチャンネル，②中国の政策を紹介・解説

する外交窓口，③全世界の華人華僑をつなぐ

感情的な紐帯，④世界各国の民族と理解しあ

う友情の橋となることであり，中国の外交戦

略のための重要な職務を担っており，長城平

台が提供するチャンネルのニュースや情報，

番組は全世界に中国共産党と中国政府の主張

を有効に説明することができるとしている13． 

長城平台は中国のテレビ放送を一手に受け，

世界の地域ごとに配信部門を設けている．

2004 年に北米向け放送を開始して以降，毎年

配信対象地域を増やしており，南米や東南ア

ジアにまでその範囲を広めている（表 1参照）．

長城平台は，中国語放送を中心としているの

で，その主な輸出対象地域は，海外華人の多

い地域となる．CCTV が中央政府の政治的意

向を汲み，国外に対して中国のイメージ改善

のために放送を行っているのに対し，省レベ

ルのテレビ局の国際放送輸出は，地方の旅行

産業などの地域振興を目指した商業的目的が

主であると思われる．この点を考慮すれば，

長城平台は，中国政府の政策方針を国外に伝

えるという対外宣伝工作の機能だけではなく，

文化産業の輸出という商業的機能も存在する

と言える． 

3．．．．CCTVのののの国際戦略国際戦略国際戦略国際戦略    

これまで，中国政府の国際放送に対する認

識と対外宣伝工作に関する政策について概観

し，その特徴を分析した．中国政府は長城平

台を設置し，海外での中国メディアの放送を

実現させ，中国政府の政策や見解，更には中

国の伝統や文化にいたるソフトパワーによる

海外戦略を実施している．以下では，CCTV

の国際放送戦略の具体的な内容について検証

する． 

（1）CCTV の外国語放送の強化 

CCTV は，1984 年に番組を国外に輸出する

ため，中国国際電視総公司を設立した．この

会社は CCTV の子会社であり，主に CCTV

の番組を海外に向けて輸出し，また番組の著

作権などの取り扱いも行っている．当時の対

外戦略は番組の輸出が主であった．しかし，

1992 年に中国語による国際放送チャンネル

CCTV4 が放送を開始すると，番組単位での輸

出からチャンネル単位での輸出へと変化して

いく．CCTV4 は放送開始以降，英語と中国語

による番組構成であったが，2002 年の改版14

によって CCTV4 内の英語番組は全て停止さ

れ15，完全な中国語国際放送チャンネルへと

改編された． 

CCTV の国際放送には，海外華人に対する

ものと外国人に対するものの二種類がある．

CCTV4 は海外華人に向けた対外宣伝工作を

実施しており，中国本土と海外華人ネットワ

ークを結ぶ懸け橋となっている．その CCTV4

は，アジア向け，米州向け，欧州向けの三種

類があり，アジア向け放送では総合性，欧州
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向け放送では文化性とサービス性，米州向け

放送では文芸性に重点を置いて放送している
16．これは，各地域の放送時間の差異と視聴

者の文化を考慮した CCTV の戦略である． 

コンテンツについては，中国の文化や社会

などの番組以外に，台湾問題などの主権問題

に関する報道番組も重点的に放送されている．

海外華人に対して主権問題での連携を促す効

果が想定される．海外には華人による政治団

体も存在するので，海外華人の民族意識を

CCTV のコンテンツで刺激して，政治的影響

力を高めようとしている．また，CCTV4 は，

海外の中国語学習者も念頭に置き，中国語学

習番組なども放送している．CCTV4 は中国語

国際放送として海外華人と中国語学習者を中

心に対外宣伝工作を実施しているのである． 

CCTV の国際放送の中で最も国際社会への

影響力が強いと思われるのが，英語専門チャ

ンネルの CCTV9 である．CCTV9 は 2000 年

に放送が開始され，24 時間英語放送を実現し

た．2003 年の改版では，CCTV9 の対外宣伝

スローガンをこれまでの「世界に中国を理解

させ，中国を世界に向かって歩ませ，世界に

向けて中国を理解させる窓を開く」から「全

世界の触角，中国の目，世界の窓」へと修正

した．CCTV9 は西側諸国への情報発信を重視

していることから，できる限り宣伝色を抑え

て報道しようとしている．その CCTV9は，

2010年にCCTVNEWSと改称し，報道中心

の英語専門チャンネルとして改編を行った．

しかし，西側諸国のジャーナリズムの価値観

とは異なる中国メディアの報道内容が，西側

諸国の視聴者に受け入れられるかは未知数で

ある．その現状については次章で言及する． 

次に，CCTV の海外での放送状況について

見てみる．2009 年度版の『中国ラジオテレビ

年鑑』によれば，2008 年の時点で，CCTV は

140 の国と地域で放送されており，227 の海外

メディアと共同で番組制作等を行っている17．

また 2009 年度の『中国中央テレビ年鑑』によ

れば，英語国際放送は 42 の国と地域で 6000

万世帯，中国語国際放送は 1500 万世帯で視聴

されている18．中国語国際放送の視聴世帯数

が英語国際放送視聴世帯数の四分の一である

ことを考えれば，中国語国際放送もCCTVの

国際放送戦略で重要な地位を占めていること

がわかる．両言語の視聴可能地域と世帯数は

今後更に拡大することが予想される． 

CCTV の視聴可能地域が広域で多国に及ん

でいる理由の一つに，国連の公用語をすべて

専門チャンネルとして擁している点が挙げら

れ，中国が多言語での対外宣伝を強化してい

る現状が浮かび上がる（表 1参照）．特に 2000

年以降急速な発展を遂げており，2004 年のス

ペイン語とフランス語による二か国語放送チ

ャンネル CCTVE&F の放送開始から，2007

年にはCCTVE&Fがそれぞれ独立して専門チ

ャンネル化され，2009 年にはアラビア語とロ

シア語の専門チャンネルがそれぞれ放送を開

始した．2010 年放送開始予定のポルトガル語

専門チャンネルは2010年11月の時点でまだ

放送を開始していない19．国連公用語を中心

とした外国語放送の専門チャンネル化は，国

際社会でのCCTVの普及を目指すだけではな

く，国連での中国の影響力拡大を狙ったもの

とも捉えることができる． 

CCTV は，西側諸国だけではなく中東地域

やアフリカ等の発展途上国に対しても衛星を

利用して放送網を拡大させると共に，取材網

も拡大させている．中東メディアの報道によ

ると，2009 年に CCTV はアラブ首長国連邦に

放送局を設置し，中東と北アフリカの 22 ヶ国

に向けてニュースを配信しており，これらの

地域でのCCTVの潜在的な視聴者数は数億に

なるという20．中国政府による CCTV を利用

した情報主権争いは，英語だけではなく，現

地の公用語によっても行われている．中国政

府はこれらの地域との関係強化を図っており，
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CCTVの現地での放送を機に，現地の対中理

解の促進につなげたいと考えている．そして，

中国政府の見解をこれらの地域で広く普及さ

せようとしている．今後も，発展途上国への

情報発信を積極的に展開すると思われる． 

1992年
・中国語を中心とした国際放送チャ
　ンネルCCTV4が放送開始

2000年
・英語専門チャンネルCCTV9が放送

　開始

2003年
・ニュース専門チャンネルである
 CCTV新聞が放送開始

・スペイン語とフランス語による
 CCTVE&Fが放送開始

・中国衛星テレビ「長城平台」美国
  平台が開設（アメリカ向けの放
　送）
・CCTV局内に走出去工程弁公室

 を開設

2005年
・「長城平台」亜洲平台が開設
 （アジア向けの放送）

・「長城平台」欧洲平台が開設
 （ヨーロッパ向けの放送）
・CCTV4がアジア，欧州，米州の三

 地域ごとの放送を開始

・CCTVE&FがCCTVEとCCTVFに

 独立し，24時間放送を開始

・「長城平台」加拿大平台が開設
 （カナダ向けの放送）

2008年
・「長城平台」拉美平台が開設
 （ラテンアメリカ向けの放送）

・「長城平台」東南亜平台が開設
 （東南アジア向けの放送）
・CCTVアラビア語専門チャンネル

 が放送開始

・CCTVロシア語専門チャンネルが

 放送開始

2010年 ・CCTV9をCCTVNEWSに改称

2004年

2006年

2007年

2009年

表 1．中国中央テレビの国際放送に関する年

表（筆者作成） 

（2）中国のメディア統制と CCTV の政治コ

ンテンツの機能 

（1）では，CCTV の視聴可能地域の現状に

ついて概観し，その傾向について分析を試み

た．視聴可能地域の拡大は，国際放送が国際

社会での影響力を発揮するための最低条件で

あり，CCTV は視聴可能地域だけを見れば，

その範囲が広域であることがわかる．しかし，

このような情報インフラの整備だけでは，国

際的な影響力を発揮するには至らない．グロ

ーバルな視聴者層を開拓するには，コンテン

ツが重要となる．以下では，CCTV のコンテ

ンツの中でも，報道を中心とした政治コンテ

ンツに関する現状と問題点について分析する． 

CNN や BBC，更にはアルジャジーラがな

ぜこれほどまでに国際社会に対してインパク

トがあるのか，それはやはり情報の質と量に

関係する．これらのメディアの報道番組はそ

れぞれに特徴があり，CNN や BBC はグロー

バルスタンダードとして，国際社会での事件

や問題をいち早く取り上げる．アルジャジー

ラに関しては，西側メディアが入り込めない

ような中東の現状を，中東の視線から映し出

す．このようなジャーナリズムとして，更に

はマーケティングとしても成功しているメデ

ィアは，世界でもそれほど多くない．CCTV

が目指すのは，アルジャジーラのような独自

の視点とCNNやBBCのようなブランド力で

ある． 

CCTV は 2010 年時点で，17 の国と地域に

19 の支局および総局を設置している．近年の

動向としては，2008 年にロンドン支局とワシ

ントン支局を欧州センター（欧洲中心記者站）

と米州センター（美洲中心記者站）とし，2010

年にはモスクワ支局をロシアセンター（俄羅

斯中心記者站）として規模を拡大させた点が

挙げられる．海外における取材網の拡大は，

中国国内での国際ニュースに対する需要への

対応だけではなく，国際ニュースを積極的に

配信することにより，国際ニュースの西側メ

ディアへの依存を変えるためとされている．

CCTV は，中国国営のテレビ局という位置付

けだけではなく，世界に影響を与える国際報

道機関へと発展しようとしている．しかし，
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取材網の拡大により情報量を増やすことは可

能であるが，CCTV には情報量の増加よりも

コンテンツの政治性のほうが国際社会での影

響を左右すると言える．以下では，CCTV の

コンテンツがどのような政治的機能を擁して

いるのかについて分析する． 

まず，中国の報道環境について概観する．

中国ではメディア統制が敷かれており，様々

な分野において海外メディアによる取材が規

制されることがある．2010 年度の国境なき記

者団による報道の自由ランキング［6］で中国

は 178 ヶ国中 171 位と低迷しており，国際社

会全体から見ても，中国における報道の自由

を巡る環境が極めて消極的なものであること

がわかる．そのような環境の下で制作された

CCTV の政治コンテンツは，中国政府の許容

範囲内で制作されたものであり，政治的フィ

ルターにかけられた内容と言っても過言では

ない．CCTV の政治コンテンツは，その特殊

な環境から制作された宣伝工作の産物なので

ある． 

一方で，CCTV の政治コンテンツは，海外

メディアにとって重要な情報源でもある．例

えば，2008 年のチベット騒乱発生時の海外メ

ディアの報道は，CCTV が用意した政治コン

テンツを繰り返し流した．当時，チベット自

治区では，海外メディアに対して取材規制が

敷かれていたため，海外メディアは CCTV の

政治コンテンツに頼らざるを得なかった．

CCTV の制作した暴動の映像は，チベット族

の暴徒の凶暴性を強調した内容となっていた．

この暴徒の映像は，後に中国政府が暴徒を鎮

圧した対応を正当化する役割を担ったと言え

る21．  

また，中国における重要な政治イベントで

ある全国人民代表大会や中国共産党全国代表

大会，国家の安全にかかわる重要な突発性事

件についても，海外メディアによる取材は規

制され，海外メディアは CCTV の制作したコ

ンテンツに頼らざるを得ない．これは，中国

国内の情報開示がまだ不十分であると同時に，

中国政府の戦略でもある．中国政府は情報を

統制することにより，国内外に中国政府の公

式なメッセージを伝えることが可能となるか

らである． 

このような特殊性を持ったCCTVの政治コ

ンテンツを海外メディアは中視環亜衛星伝輸

有限公司という中国国際電視総公司の管理下

に置かれている企業から購入している．この

企業はCCTVのコンテンツを独占的に海外メ

ディアに販売しており，CCTV はこのように

グループ化された組織の中で商品としてコン

テンツを取り扱っている．中国共産党の政治

コンテンツに関しては，CCTV が独占的に配

信しているので，海外メディアによる需要は

高く，CCTV の政治コンテンツは政治的性質

と商品価値が存在すると言える． 

ⅢⅢⅢⅢ．．．．現状現状現状現状とととと分析分析分析分析

海外でCCTVの中国語国際放送チャンネル

が視聴可能となることにより，海外華人への

影響は大きくなると予想される．視聴者数が

増加すれば，情報戦略による政治的影響も出

てくると思われる．台湾問題や尖閣諸島問題

に見る日中関係報道，更にはチベット自治区

の暴動報道など，中国政府にとって敏感で重

要な問題について，中国政府の主張を放送し

続けることにより，海外華人の民族主義を刺

激すると思われる．CCTV の政治コンテンツ

が海外華人に向けての対外宣伝工作の役割を

担っており，海外華人への大衆動員を実現す

ることが可能となる． 

しかし，CCTV の中国語国際放送には強力

なライバルが存在する．香港のフェニックス

テレビである．2007 年の『中国中央テレビ年

鑑』によると，イギリス在住の中国人を対象

とした CCTVの視聴状況に関する調査では，
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イギリス在住の中国人はCCTVよりフェニッ

クステレビを好むことが明らかになった22．

フェニックステレビは，香港を拠点としてい

るので，政治的な規制を受けることが少なく，

比較的自由に商業主義的な報道をすることが

可能であり，CCTV の報道内容と比較すると

かなり自由で刺激的な報道スタイルとなって

いる．フェニックステレビをどのように超え

るのかが CCTV の課題となっている． 

フェニックステレビとの競合もそうである

が，現状から浮かび上がるのは，中国の報道

規制下で制作された政治コンテンツが西側諸

国の視聴者に受け入れられるのかという問題

である．報道番組については，西側諸国では

ニュースは商品であり，視聴者の嗜好にあっ

た内容を制作することが可能であるが，中国

の報道環境では完全に市場に沿った番組を制

作することができない．政治的判断によって

自律されたコンテンツを西側諸国の視聴者が

好むかどうかという疑問が残る． 

事例を一つ挙げると，全米最大のケーブル

テレビ配給会社 Comcast は 2007 年に CCTV9

の配信を停止した．その理由は視聴率が取れ

ないからである23．全米第 2 位の DirecTV で

は現在も配信されているが(2010 年時点)，全

米最大手のケーブルテレビ配給会社が配信を

停止したという事実は，CCTV の政治コンテ

ンツが西側諸国の視聴者層に受け入れられて

いないことを示している．CCTV の国際放送

戦略において最も重要な使命は，西側諸国の

メディアの覇権的構図に対抗することである

が，西側メディアの報道スタイルに慣れてい

る視聴者は，CCTV の政治コンテンツが受け

入れ難いのかもしれない． 

この事態を予測していた中国国内の研究者

もいる．中国の著名なジャーナリズム研究者

である中国人民大学の陳力丹教授は，中国メ

ディアの報道レベルを西側諸国のジャーナリ

ズムの基準にまで向上させなければならない

とし，良いニュースばかりではなく悪いニュ

ースも報道しなければならないと指摘してい

る24．中国国内の報道の自由を巡る問題を解

決しない限り，国際社会に影響を与える報道

機関へと成長することが難しいことを示唆し

ている． 

CCTV は中国政府の意向を受け，西側メデ

ィアの国際放送による西側価値観に対抗する

国際世論の「中国化」を目指しているが，現

状では CNN や BBC，アルジャジーラと比較

するとその影響力は少ないと言える．しかし，

国際放送の強化が国家の利益につながること

は事実である．マクウェール[1]によれば，ニ

ュースの流れに見られる不平等な関係は，裕

福な大国であるニュース生産国のグローバル

な力を増大させるという25．経済大国となっ

た中国が，ニュース生産国として国際放送を

強化することにより，国際社会での影響力を

拡大することが可能となるのである。 

また，国連公用語をすべて専門チャンネル

で擁し，中国語国際放送も三種類存在するの

は，中国の情報外交を実施する上で有利とな

る．各地域向けの放送内容を政府の外交方針

に沿った内容で放送することが可能となる．

また，各地域の中国語放送にも変化を与える

ことが可能となるので，情報操作を行う可能

性も指摘することができる．つまり，国際放

送の外交利用がより具体的かつ現実味を帯び

てくるのである． 

中国政府は，メディアの海外放送を利用し

た国際交流を積極的に行っている．2008 年 4

月に中国・アセアンラジオテレビサミット（中

国-東盟広播電視高峰論壇）が開催された．こ

のサミットでは，中国の放送局とアセアン地

域の放送局が共同で番組を制作し，交流を通

して国際社会におけるアジアの声を強化し，

アジアのイメージを作り上げることを目的と

している26．また，このサミットでは，放送

局間の協力関係の強化だけではなく，中国と
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アセアン地域の政府高官の相互訪問も提議さ

れている27．ラジオテレビサミットであるが，

その内容には外交的要素が強く反映されてい

る．  

西側諸国に対する国際放送を利用した対外

宣伝工作は一筋縄ではいかない．ジャーナリ

ズムの価値観に見られる質が，中国と西側諸

国では異なるからである。人権問題を中心と

した批判が中国へと向けられている現状から，

欧米でのCCTV効果は限定的である．一方で，

CCTVは東南アジアや中東，アフリカ諸国で

の放送体制を強化しており，メディア外交が

積極的に行われている．アセアンとのメディ

ア間の協力関係構築に続き，今後は中東地域

やアフリカ地域でのメディア外交が展開され

ると予想される． 

ⅣⅣⅣⅣ．．．．おわりにおわりにおわりにおわりに 

中国政府によってコントロールされている

中国のマスメディアは，政治の道具であり，

国際放送を積極的に拡大しているCCTVは外

交の道具と言える．マスメディアによる情報

発信は政治家が最も重視する領域であり，中

国政府は，建国以降，マスメディアによる宣

伝工作を社会統治の手段として使い続けてき

た．共産党にとってメディア統制を布く理由

は，社会を安定させ，政権を維持させるため

である．国際放送による対外宣伝は、共産党

の主張を国際社会に伝えるだけではなく，外

交活動の一環として国際世論をリードする使

命も担っている．近年，CCTV は，中国の外

交戦略と連結し，対西側諸国から，対発展途

上国へとシフトしつつある．中国のメディア

外交の今後に注目したい． 
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【【【【編集後記編集後記編集後記編集後記】】】】

取り急ぎ，新たな ICCS 電子ジャーナルをお届けする．前号発行から現在に到る約半年は，

東日本大震災後の日本にとって極めてハードな時間であったと同時に，世界全体の金融化によ

って，実態を喪失して融解していくグローバリゼーションの行方が，放射能の行方とともに，

刻々に深刻に問われる時間でもあった．その間，中国の存在感はどのようであったのか．「資

本主義対資本主義」の戦いが熾烈を極めるこの時間に，中国がどのようなオルターナティブを

示すのかによって，今後の 21世紀の世界の存立構造は，大きく様相を変えるはずである．アン

グロサクソン資本主義の結末が，クルーグマンの一年前に懸念したように（International Herald 

Tribune,7 September,2010），いつものような「戦争」へ向かわないようにすることは，知性の

明確な使命かもしれない．（20111117N記）
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