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中国農業の現代化と当面の諸問題

宮  島

2θ5

私共がふつうに計算するのとは,かなりちがう点

を考慮する必要がある。しかしそれにしても,食

糧の自給体制はほぼ安定的に確保され,かつての

飢餓におびえた時代はすでに去ったものとみてい

い。中国で食糧の自給がほぼ安定的に確保された

のは,私の見る所では解放後二十余年を経た1970

年前後からである。この70年前半はほぼ安定して,

2億 4～ 5千万 トンの水準を維持 しているからで

あり,史上かってない自然災害に見舞われた72年

にも,2億 4千万 トンを確保しているからである。

この時期の総人口が約 8億人であるから,一人当

り約 300聴で,こ れはもう中進上位国の水準であ

る。このころ中国からは「食糧の初歩的な自給が

達成された」
1)と いう報道が 伝ってきたし,政府

要人の日からも「食糧問題の初歩的解決」の話が

聞かれるようになった。この「初歩的」という意

味は,食糧の質はとも角として,一応「量」的に

はということである。肉消費や油 。乳製品など蛋

白質資源の消費はまだ少ないにしても,と いうこ

とである。しかしこの食糧生産にしても,実はか

なり問題をもっている。この点はのちに詳細にふ

れなければならない。

いずれにしても, こうしてこれまで公表される

ことのなかった経済統計が,一挙に明らかにされ

たことは,現代化について中国当局が一定の確信

をもったこと。現状は必らずしも満足できるもの

ではないにしても,一定の明るい展望と自信をも

てる段階にきたことをあらわしている。またこれ

までの閉鎖的な経済状況から,対外借款・貿易 。

技術協定・プラント輸入など,い わば開放経済へ

の移行にともなって,経済指標を内外に明らかに

昭 二 部

1.現代化と中国農業の現状

1978年の 6月 に,中国で国民経済にかんする多

くの指標実績が発表された。先進国では日常的な

ことであるが,中国でこの種の数字が公表された

のは,1960年以来のことであり,久々のものであ

った。1960年 というと,中国では「大躍進政策」

の坐折がほぼ明らかとなり,ソ 連の突然の技術者

の総引揚げと一切の通商契約の破棄がおこり。史

上空前といわれた大凶作に見舞われた年である。

それ以後の中国の国内に,どんなことが起 り,ど

のような政治情勢にあったかは語るまでもない。

そして昨年久々の数字公表となって,多 くの関係

者の注目をあつめたのであった。内容は工業およ

び農業の品目別生産実績と生産額,国民所得,輸

出入統計,商業,運輸,賃金など各般にわたるも

ので,中国研究者だけでなく,各方面から強い関

心をあびた。ちなみに人口は1978年末で 9億 7千

万人であり,79年 末には 9億 8千万人に なると

計測されている (こ の数字には台湾省人口もふくまれ

る)。

関心のもたれる農業生産は,78年 は 3億 トンの

大台にのり,79年も引き続き豊作で,ほぼ 3億 1

千 5百万 トンの水準に達した。先きの人口でわる

と1人当り300kgを こえ,一応中進国水準というこ

とになるが,中国でいう食糧は色々のものがふ く

まれるから,額面どおりには受けとれない。つま

り米・麦など穀類の外に,豆類・雑穀がふ くまれ,

それに加えて一定比率で換算された芋類 もこれに

加えられる。しかも穀類のばあい (少 くとも米にか

んしては)乾燥粗で 計量 されているから,実際は



2θδ

する必要が生じたことも事実であろう。

ともあれ,中国は1980年 までを「経済の調整期

間」とし,81年から本格的な五か年計画にはいる

ことになった。全ての目標が,1985年に照準され

た感じである。80年 までを調整期間としたのは,

四人組による経済の破壊と落ち込みが,意外に深

刻であること。四つの現代化を急ぐ余 り,プ ラン

トの数や規模をやたらと拡大しすぎ「いくつかの

余 り賢明でない措置」 (華主席報告)があつたこと

によっている。

しかしこれからは農業・軽工業・重工業や,部

門間の均衡と調整が行われ,成長テンポの調整を

はかりながら,経済政策が強力に組まれてい くだ

ろう。すでに1977年 の国民総生産は 8%,78年が

12%と 高い経済成長をとげている。

そして今回明らかにされたのは,四つの現代化

の基礎を農業におくことである。 9億 7千万人と

いう,想像を絶する人口をかかえたこの国では,

いぜんとして食糧問題は最重点課題である。そし

て農業生産を大いに発展させることによって,農

産物を原料とする関連産業や食品加工業,その他

のサービス業を振興 させ,ま た雇用を拡大させる。

中国経済の基礎は農業であり,農業の振興なくし

て中国経済の発展はあり得ない。この基本理念が

今次計画でも明確に打ち出されている。

1979年 の予算をみると,基本建設のうち農業に

対する投資比率は,78年の10.7%か ら14%(174億

元)に増えている。ちなみに重工業は 54.7%か ら

46.8%に下った。

そして1979年の夏作から,食糧の買入価格を20

%上げ,超過分については50%増 の代金が支払わ

れることになった。また綿花 。搾油作物・豚など

も,平均 して24.8%の買入価格の引上げが行われ

た。さらに一部の地区では,減税あるいは免税の

措置がとられた。また農村向けの工業製品価格が

引き下げられるので, これまで問題とされ各方面

から指摘されていた,シ ェーレ現象は解消される

ともいう。こうしてさまざまな「農民の積極性」

を引き出すための施策が組まれている。

当面農業生産の目標は,1985年に 4億 トンであ

第 1表 新中国の農業生産と人口推移
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率 5%以上の高成長が必要であろう。しかし農業  には今後推進される「農業現代化」の「基本的な

生産にとって 5%と いう成長は,い うまでもない  政策原理」と,その「具体的な政策プログラム」

が想像を絶 した高成長である。しかし1985年 の4  を明確にしている点である。

億 トンは,「四つの現代化」の「かなめ」とされて   第二は何よりもこの「草案」が,かつてない大

いる「農業現代化」の当面の主目標であるか ら,  胆卒直な態度で,中国農業と農村人民公社のもつ

これは是非達成させたいところであろう。     困難な問題をさらけだし,そればかりかその困難

けれど今日の中国農業は,必 らずしもこの目標  と矛盾のよって来たる要因を鋭 く分析し,全党員

を楽々と達成させうるほど,容易な状態にはない。  に自己批判をもとめている点である。

もちろん第 1表にみられるように,解放後中国農   そこにはこれまでこの種の文書に多かった自己

業の辿った途は,「初歩的」にせよ数億人 という  陶酔的な誇張も,外面をつ くろう虚飾もない。そ

膨大な人口を 賄うほどの,「 自給体制」を確立し  れどころか私共もおどろく大胆さで,多 くの問題

ている。それだけでも「歴史的」なことであり,  点を仮借のない態度であばき出し,そ うした問題

「画期的」なことといわなくてはならない。 しか  が何故起りえたのかを鋭 く自己批判している。

し先進国の水準からみると,そ して 4億 トン生産   そこには,現代化の国民的な重要課題を目前に

という当面の基本目標からみると,必 らず しもそ  して,中国農業の現状,人民公社の組織運営は必

れを楽々と達成できる現状にないことは明らかで  らずしも満足すべき状態にないこと。それどころ

ある。「全般的にみてわが国農業のここ20年間の  か人民公社はきわめて憂慮すべき深刻な状態にあ

発展速度ははや くないし,人民の必要,四つの現  って,農民の生産意欲も現状ではきわめて低 く,

代化の要請との間には極めて鋭い矛盾が存在 して  むしろ危機的な状況にある, といった現状把握と

いる」ことを卒直に認めているのは,中 国共産党  現状認識があるようである。

中央そのものである。この文章は「農業の発展を   おそらくこの草案が作成される過程では,全国

速める若千の問題についての中国共産党中央の決  の人民公社の実態が,党の機関や関係組織を総動

定」のなかにでてくる一文である。この「決定」  員 して調査・点検され,そ の成果をもち寄って分

は第十一期三中総」 (1978年 12月 )に上提されて討  析・討議が行われ,そのきびしい自己批判のなか

議にかけられ,「第十一期四中総」(1979年 10月 ) で草案がねられたものとおもわれる。

で採決されたまさに歴史的文書である。(以後文中   過去の中国農業のたどった,歩みの総括のなか

では「三 中総」のを「草案」とよび,「四中総」のを  では,土地改革の成果と初期の農業の社会主義的

「決定」とよぶことにする)。            改造には,一定の評価を与えながらも「大躍進期」
2)

この「関手加快農業発展的若千問題」は,「草  以降については,き びしい批判を行っている。こ

案」が公表されて以来,内外に大きな反響をまき  とに大躍進期の農業指導については「われわれは

おこした。この「草案」と同時に「農村人民公社  経験が足りず,また冷静な頭がなかったことによ

工作条例 。草案」も上提され討議にかけられたと  って“でたらめな指揮をとり"“ うわついた風を吹

いうが,こ の方の内容はまだ私共には伝っていな  かせ''“共産風を吹かせる"と いう誤 りを犯した」

い。「草案」が「三中総」に上提され公表される  と痛烈な自己批判を行っている。そしてこの文中

と,た ちまち国内にもこれをめぐる活発な議論と  の “ 7'内 の文句が,実はおどろくべきことに,

論争が展開されたという。            かって「右派日和見主義反党主義者」として失脚

それはのちに詳述するように, この「草案」は  し,名誉回復を待たずに不運の死を遂げた彰徳懐

第一に「党中央」が,「四つの現代化」の「かなめ」 の言葉なのである。彰徳懐は「三面紅旗」「大躍

になる農業の急速な発展をはかるために,と くに  進」政策が,当時の中国農村を疲弊させ,農民に苛

全党員に呼びかけた文書であることである。さら  酷な労働を強い,中国全体を経済的な破局に追い
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込んでいることを憂えて,毛沢東に長文の意見書

を送ったのであった。

しかし毛沢東は,こ の長征を共にし朝鮮戦争で

総司令官として活躍した,1日 い同志彰徳懐の意見

書に激怒し,同調 した者をふ くめ反党グループと

して処断したのであった。その時の「意見書」
3)の

なかの文句がまさにこれであり,それを括孤に入

れて今日さり気なく引用するところは,意味のあ

ることとおもわれる。

また「草案」と「決定」は,「文化大革命」につ

いてもふれ「十年の文化大革命中,林彪 。四人組

反革命陰謀集団は,極左路線を推し進め,農村に

おける党の組織,諸政策と党の優れた伝統 。作風

を著 しく破壊 し,集団経済と労農同盟を破壊し,

広汎な農民と幹部の積極性をひどくくじいた」と

している。そして実におどろくべき,次のような

指摘をしている。「1978年の全国の人口1人当り

食糧は,大 まかにみて1957年の水準にとどまって

いる」と。第 1表によるとほぼ 1人当り, この両

年は281聴 と312聴であるから,一応 この指摘は正

しいといえるであろう。

しかしこの間農業生産は 1億 8千万 トンから3

億 トンに増加 し, 1.6倍に達しているのである。

その生産力の上昇は,必 らずしも低いものではな

い。ただ問題は人口増加である。この間中国人口

は 6億 5千万人から9億 7千万人。実に20年足 ら

ずに 3億 2千万人が増加した勘定になる。 3億人

の人口増加とその圧力が,どのようなものかはお

よそ想像がつ くであろう。ここでは農業生産力の

増加が,人口の増加に食いつぶされ,そ の圧力に

圧殺されたという外はない。しかし人口圧力に責

任を転嫁しても問題の解決にはならない。その人

口増加に対応するのが,農業部門に与えられた国

民経済上の課題である。しかし目下のところ中国

農業は,自 国の人口増加の圧力に,対応できてい

ないということになるのである。

さらに今一つ,農民の所得水準の低さについて

も,おどろくべき指摘を行っている。つまり「全

国の農業人口の 1人当り平均年収は70元余りにす

ぎない。そして 4分の 1の生産隊の公社員の収入

は 50元以下である」
4)と いうのである。断ってお

くが年収であって月収ではない。いかに農業人口

1人当りとしても,こ れは低い水準といわなくて

はならない。しかも全中国の, 4分の 1の公社員

の収入がそうだというのである。

私共が訪中して参観する,公社なり生 産 大 隊

は,中国でもトップクラスのものであろう。した

がって私共の見聞は当然水準をこえるものであろ

うが,農家 1戸当りの年間収入は最高 1200元 (大

案生産大隊),最低442元 (石坪生産大隊),平均して

ほぼ700元から800元であった。また別の資料
5)に

よると 1人当りの年間所得は最高 315元 (虹橋人民

公社),最低130元 (石坪生産大隊),平均して150～

160元 となっている。したがって「決定」で指摘

された平均 70元, 4分の 1の公社員が 50元とい

うのは,い ささか信じ難い気もするが,数多い公

社・生産大隊の実態というのは,お おむねそうし

たものなのであろう。私共の見間の甘さを思い知

らされた感がするが,党中央のこうした卒直な事

実の指摘は,事態の深刻さをもあわせて知らせて

くれた。

2. 「第十一期三中総」による現状分析

さてそこで小論は,「第十一期三中総」に提出

された前記「草案」と,「第十一期四中総」で採

決された「決定」を基本資料としながら,現代化

過程の中国農業と農村人民公社が,今日どのよう

な問題点をもち,それらはどう克服されようとし

ているのか。現代化農業の目標を,どのような路

線で達成させようとしているか等々。今日中国農

業の当面する課題について述べていきたい。

さて以上述べたように,「草案」は主として 具

体的な事実分析にもとずいて,中国農業の実態把

握とその要因分析を行っている。そして「決定」

は,それらの問題点を中心に据えて,そ こからそ

れをどう克服し,現代化にどうつないでいくか。

つまり農業現代化のための政策理念と,具体的な

政策プログラムを明確化したものといえる。

したがって私共はこのなかから,現代化を目指

す中国農業の今後の基本路線,つまり中国農業の
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社会主義的改造と建設路線を,学びとることがで  しっぽとしてこれを批判し抑制 してはならない。

きるのであるo                    (二 )地主 。富農階級の消滅と差別の廃止

社会主義農業には,既定の教科書やモデルとい   かって階級敵であった地主・富農は消滅し,社
ったものはない。ソ連の社会主義農業と中国のそ  会主義を敵視破壊する階級敵は,人口の中の極 く

れとは異るし,中 国は中国なりに独自の路線を模  少数を占めるにすぎない。したがって階級闘争を

索しつづけてきたし,今後もおそらくそうであろ  人為的に誇張・拡大 して人を傷つけ,団結を壊す

う。中国における社会主義路線を知る上でも, こ  ことは許されない。かといってこれを軽視するの

の「決定」は重要であると思う。しかし当面私共  も誤りであり,質の異る二種類の矛盾を正しく識
の関心は何より中国農業の現状と,と くに農村人  別 しなければならない。

民公社の実態である。「草案」と「決定」は,し   最重点の基本項目は以上の四つに集約すること

ばしばふれているように,仮借のないきびしい現  ができるであろう。もっともこの「決定」であげ

状分析と批判の上に立って,そ の現代化の施策を  られている施策の柱は,全部で二十五におよんで

組み立てており,その意味で何より今日の当面し  おり,それぞれ重要な項目であるが,と りあえずこ

ている前記の問題点を知る上で,重要な手がかり  こでは以上の四つを,最も注目すべき重要項目と

を提供してくれる。                してぁげてぉきたい。この四つのほかは,た とえ

そこで, ここで具体的にしめされている多 くの  ば価格・流通・技術 。国営農場 。公社企業・商業・

問題点のうち,そ のもっとも基本的なものを整理  輸出・末端幹部の問題などにわたって,主に具体

して,問題の所在を明らかにしてみたい。要約す  的な施策のすすめ方を述べている。ただ この四項

ると,次のようになるとおもわれる。       日については,かつての施策の誤 りと反省の上に

(イ )人民公社の三級所有制と生産隊の自主権     立って,その誤 りを是正する形で述べられたもの

人民公社は生産隊を基本的採算単位とする三級  である。あるいはかつて制度として確定しておき

所有制を制度 として確立させ,人民公社・生産大  ながら,それが種々の理由によって守られていな

隊・生産隊の所有権と自主権を確実に尊重し,生  いために,あ らためてその遵守をよびかけたもの

産隊の労働力・資金 。物資 。生産手段を勝手に無  である。以下各項について検討を加えてみたい。

償で徴用することは,いかなる機関といえども許             _ ___
さない。                     3.人 民公社の二級所有制と生産隊の自主権

(口 )農民の物質的利益と分配            ここでいわれている「三級所有制」とは,公社

分配は「能力に応じて働らき,労働に応じて受  の労働力・土地・水利施設・農具・建物・家畜・

ける」の原則をつらぬく。ノルマによる管理制を  森林・牧野・企業などの主要な生産手段を,公社・

つよめ, 労働の 質と量に応じて 報酬を支払い,  生産大隊・生産隊の三段階にわけて所有すること

賞罰制度を確立 し,平均主義を排すべきである。  を指している。そして農業生産にとって,も っと

また生産隊の統一的な計算と分配を前提として,  も重要な土地 。労働力・資金・資材などの基礎的

作業班による請負制と,出来高による報酬制を認  な生産手段は,生産隊が所有する。したがって労

める。ただし耕地を分劃し,単独で経営すること  働力の大部分は生産隊に属し,生産隊で労働に従

は認めない。                  事 し,生産物とその収益は基本的には生産隊を単

(ハ)自留地・農家副業と自由市場         位として分配される。生産隊はこれら基本的な生

公社員の自留地 。自留家畜・農家副業と農村の  産手段を所有するだけでなく,労働力の配分や土

自由市場は,現在では社会主義経済を補完し,農  地利用の計画,作物の選択や栽培管理,それに労

民の収入をふやし,農村経済を活発にするもので  働力の評価 。分配をやる。そのほか副業や流通な

あるからこれを保護・奨励 し,決して資本主義の  どの計画・利用 。管理の決定権をもっている。つ
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まり基本的な「経済採算単位」なのである。

これに対 し生産大隊や公社は,生産隊では所有

できない大型の農具や機械や施設,つ まり工場や

発電所・水利施設・交道・運搬などの事業や施設

をもち,さ らには山林や牧場 。漁場 。大型の養豚

場などを経営 している。そして公社は公社全体の

農業の 生産の管理や計画と土地の利用計画を た

て,その調整管理を行い,自 らも農地の基本建設

や水利事業を担当するのである。

そして公社や大隊が,労働力や資材や土地の提

供を生産隊に求める時には,生産隊の合意をとり

つけ,等価交換の原則で一定の報酬を払わな くて

はならないとされている。生産隊のこの所有権と

自主権は,いかなる上級機関も,いかなる地位の

人間も, これを無償で勝手に侵 してはならないと

いうのが,人民公社成立以来の大原則であった。

そしてこの三級所有制を勝手に二級所有 (つ まり

生産隊をなくする)制にかえたり,一級所有制に

移すことも禁じられていた。今 日の中国農業の生

産力段階では,生産隊を基本的な経済採算単位と

した三級所有制が,も っとも合理的なものとされ

たか らであった。

そして以上の人民公社の組織体制にかんする基

本原則は,実はかなり古 くからすでに法制化され

定められていたのである。訪中して人民公社を参

観訪問すると,例外なく以上の基本的な諸規定を

解説される筈である。いわば人民公社のイロハの

イであったといっていい。実はこれらの基礎規定

は,1958年 の全国的な人民公社の設立のあと,1962

年に「農村人民公社工作条例」として法制化され

たのであった。一般に全六十条からなるこの工作

条例は,ふつう「六十条」とよばれている。「六

十条」は今述べたことを基本として,人民公社に

かんする細い規定を定めたのであった6)。

したがって1979年の今日に至って,今さらのよ

うに三級所有制や,基本採算単位や生産隊の自主

権・所有権を持ち出し,こ と細 く規定すること自

体が,む しろ異常なことというしかない。という

ことは「六十条」の規定が,農村人民公社の全て

ではないにしても,多 くの公社において事実上無

視され,その基本原則がふみにじられていたとい

うことなのである。実に驚ろくべきことであり,

信じ難いことといわなくてはならない。

中国社会科学院院長,胡喬木氏はいっている。

「農民の集団所有制と生産隊の自主権 。経営権な

どの制度は, 林彪・四人組の妨害と破壊に よっ

てこの 数十年間 全 く無視され,崩壊 していた。」

「かなりの地方で農民の集団的所有制が実質的に

保障・承認されず,完全には保障承認されなかっ

た地方はもっと多い」
7)と 。

胡氏のこの論文を契機として,全国的に明らか

になったところによると,ダムや用水路・用水施

設の建設工事,農地の基本建設工事,工場や公共

施設の建設工事などに,生産隊の基幹労働力が長

期間大量に徴用された事例がもっとも多く,こ の

ばあい賃金などの諸費用は,生産隊の負担であっ

たという。その外,公社や大隊規模の道路や公共

施設の諸工事に,生産隊の労働力が遠慮なく引き

抜かれ,農作業に支障をきたした事例も多い。な

かには労働力ばかりでなく,資金や資材までが徴

用され,それらの多 くは無償でことごとく生産隊

の負担になったという。

しかし以上は,考え方によっては迂回して生産

隊の利益にもつながって くるが,なかには一部の

権威主義的幹部の無能な指示と命令で,生産隊の

生産活動に大きな支障をきたした事例も多いとい

う。むしろ例外的な事例なのであろうが,一部の

地方では党幹部や公社幹部に,公金横領や窃盗・

賄路などの犯罪行為や不正行為もあって,生産隊

の現場に混乱が生じ,農民の生産意欲にいちじる

しい支障をきたした事例もあったという。

たとえば胡氏は,例 の論文のなかで直接指摘し

た憂慮すべき具体的事例として,湘郷県と旬邑県

の二つをあげている。胡氏をして「信じ難い事実」

としてなげかせたこの二つの県の事例は,も ちろ

んきわめて特殊な, きわだった事例なのであろう

が,次のようなものであった。

すなわち前者の湘郷県の事例というのは,「人

民日報」が取り上げ,党が事実解明にのり出した

事件であるが,結局この公社では生産隊の労働力
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・ 資金 。物資を公社幹部が無償で徴用 し,公社の  に関する党中央の決定」 (草案)の なかでは,今後

浪費的支出や非生産的支出を生産隊に支払わせ,  農業の立ち遅れを急速に改めるための重点施策の

幹部が汚職と横領を行ったのである。       一つとして,「農民の物質的利益」を充分に配慮

また旬邑県の事例も「人民日報」に大々的に報  することがあげられている。今回の「決定」のな

道 され,党中央が調査にのり出した事件である。  かでも,こ の点はさらに強調され「いかなる階級

ここでは県の党書記や公社の一部の幹部が,農民  のぃかなる積極性も,一定の物質的利益と政治的

に強圧的な態度でのぞみ,抗議した農民に暴力を  権利を抜きにして自然に生れることはない」とし

ふ るい,過料として金銭や食糧をまきあげた不祥  て,と くに農民に対する特別の配慮を指摘してい

事件を指している。いずれも党中央が調査にのり  る。

だ し,社会主義的秩序と党の伝統を破壊 したとし   以来いろいろなてだてが行われている。例えば

て関係者を処罰すると同時に,「人民 日報」をつ  価格面でいえば,1979年の夏から食糧の統一買付

うじて全国に報道し,党員や幹部の作風について,  価格を20%引 き上げ,超過買付分についてはさら

厳重な警告を発 したのであった。         に50%上乗せするなどの措置も,そ の一つといえ

これらが「人民日報」に報道されると,全国的  るであろう。この外にも次々と手が打たれている

に大 きな反響がまき起り,続々と幹部の不正や横  が,かつてはこのように「物質的利益」を重視す

暴を摘発する投書がまい込んだといわれる。人民  ることは,「資本主義」を復活する「反革命」の

公社内部のさまざな矛盾・困難な問題点が,一挙  道であるとして,き びしく批判された。四人組は

にふき出し,さ らけ出された感じであるが,党は  「物質的利益」を重視すれば,それはやがて「金

その一つ一つに事実解明と対策処理に当ったとい  銭主義」と「物質主義」に おちいり,「両極的な

われる。そして厳重な処罰が行われると同時に,  階級分化」をひきおこして,「資本主義への道」

人民公社が今日かかえている, もっとも基本的な  につながるとしたのである。四人組は貧 しいこと

問題点と重要な内部矛盾に対して,抜本的な改正  は「革命的な名誉」であり,富めることは「資本

の手が打たれることになった。それ らの総決算が,  主義的罪悪」だとする教条をおしつけた。

とりも直さず今回の,こ の「決定」といっていい   このため努力して生産をあげ,水準を上廻 った

のである。                   大隊や生産隊には,多角経営の発展や社員の家庭

それにしても,人民公社の三級所有制とか生産  副業にさまざまな制限を加え,その上社員の分配

隊の自主権とかは,人民公社が1958年 に成立して  を固定し,余剰は公共積立金にまわす「絶対的均

以来,と くにそれが法制化された1962年以降は,  等主義」の指導が行われた。そればかりでなく例

法律によって規定されたもっとも初歩的な,し た  えば『北京周報』(1979年 16号)に よると,「労働を

が って基本的な規定であった。それが認められな  労働点数の基準とするのではなく,政治スローガ

ければ,公社は公社たり得ないほどのものであっ  ンをそれに代置した所もでた。毛沢東語録をたく

たo                       さん暗唱し,革命を高 らかに叫ぶと労働点数があ

それを今日になって,わ ざわざ再確認しなけれ  がり,語録を暗唱していないと点数をひかれた」

ばならないところに,今 日人民公社がかかえてい  という。

る,深刻な問題があるのである。そればかりでは   こうした「画一均等主義」や「教条主義」は,

ない。分配や自留地やその他の問題についても,  社員の生産意欲をひき下げた。『北京周報』によ

目下「六十条」による総点検が行われている。   ると「かえって働らいても働らかなくても,多 く

働らいても少なく働らいても,真面目に働らいて
4.農民の物質的利益と分配          もいい加減に働らいても同じ」というわるい気風

1978年 12月 の「農業の発展を早める若千の問題  がみなぎって,農業生産は停滞 したと指摘してい
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る。

その後 こうした「絶対主義的均等主義」が逆に

批判されることになり,今回の「決定」は「農業

の負担を軽減し,農民の収入を増やし,そ の物質

的利益に十分に配慮」することが,重要施策とし

て打ち出されたのである。

そして「人民公社と各級経済的組織は,各人が

能力に応じて働き労働に応じて分配をうける原則

を真剣に遂行 し,多 く働けば報酬も多 く,少なく

働けば報酬も少なく,男女は同じ労働に対 して同

じ報酬を受けるようにしなければならない」とさ

れるようになった。

そればかりではない。ノルマ管理をつよめ, ノ

ルマに応じて労働点数をつけてもよいということ

になった。つまりこれまでは人間個々に対 して一

定の評価が与えられ,その評価と労働時間によっ

て報酬が決っていた。いわば属人主義であった。

しかし今回の「決定」では,一定の面積を「特

定の作業班に請負わせ,生産高と結びつけて労働

報酬を計算 し,超過生産分には報奨を与える」と

いった請負制度が導入されることになった。こう

した,わが国でいう全面請負のほかに,部分的な

作業の請負制度も,1979年以降各地にかなり普及

しているもようである。筆者が79年11月 に訪中し

各地の人民公社を訪れた際にも,こ うした制度を

本年から新しく採用 し,農民の評判も仲々良いと

いうことであった。それは一定の面積における特

定の作業に点数をつけ,それが完成すると点数を

与えるというものである。

また『北京周報』によると,次のような新事例

が紹介されている。保安人民公社牌楼生産大隊の

「 ノルマによる管理・労働点数の評定」という労

働評価である。ここでは計量が可能な農作業に労

働点数をつけ,それを作業班に請負わせるのであ

る。

たとえば一定面積の特定の作業を 3,000点 と評

定し, これを10人組の班に請負わせたとする。検

査の結果合格すると10人に 3,∞0点が与えられ 1

人 300点の得点となる。この方法は「能力に応じ

て働らき,労働に応じてとる」社会主義の原則が

復活 したのだと述べている。また生産隊が上級機

関との間に,一定の契約を結ぶ形もでてきた。つ

まりあらかじめ 1年間の生産隊における生産高,

販売額,社員個々人の予定労働日数,隊 に提供でき

る堆肥などの計画数量を討議によってはじき,契

約 しておく。これを「一年を早 く知 る」という。

そして計画量を超過して達成すれば,それに応じ

た物質的報奨が得られるというものである。つま

り「最初に格差の存在を認め,絶対均等主義に反

対 し集団収入の多い一部の先進単位の公社員がい

く分多 く分配をうけ取 り,生活水準を引き上げる

ことを認め奨励し,こ れを手本として貧しい生産

隊に激励と希望をあたえる」というのである。

5.自 留地・農家副業と自由市場

中国では土地をはじめとする,主要な生産手段

は全て「集団的所有」である。これはまだ「全人

民的所有」 (つ まり国有)に至らないその過渡段階

と考えていいであろう。ただ若千の例外がある。

それは「自留地」である。「自留地」は,集団経済

の原則を全面的に認め,それを守 り優先すること

を前提とした上で,一定の耕地の私的占有・耕作

権・利用権を認めるものである。この規定もいわ

ゆる「六十条」によるものであった。そればかり

ではない。「六十条」は「 自留地」の耕作ばかり

でな く家畜・家禽の飼育や,農家副業・家まわり

の竹・果樹の栽培もみとめ,それらの生産物は個

人の所有物とし, 自由に処分してよいとされてい

た。

ところがここ10数年これら「自留地」と「家庭

副業」は批判の対象となり,なかには禁止され集

団所有に組みこまれ解消した所も多い。とくに文

革中四人組は,こ れを「資本主義のシッポ」とし

て批判し,「私有制の名残り」だとし, 断ち切る

ことを要求したといわれる。「大案に学べ」で有

名な「大案生産大隊」には「自留地」はない。大

案の指導者は,「 自留地」を解消した ことを誇り

とし,こ の「生産大隊」がいかに劉小奇路線を克

服 し,階級闘争に勝利 したかを語って くれた。つ

まりこの時期は「自留地」を解消することも,階
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級闘争であり社会主義的勝利であったのである。  ことのできない補充的作用を果すものであること

もちろん「 自留地」の存在は本来過渡的なもの  がわかった。社会 。経済生活は今や複雑化 してお
であり,社会主義的所有へのステ ー ジが すすめ  り,生産物は千差万別で,農家はそれぞれ違った

ば,やがて解消するものであろう。しか しそれへ  条件,要求をかかえている。集団は生産配分の面
の過程が程遠いにもかかわらず,「政治」と「思  で主要な物を扱うだけで,何 もかも請負うわけに

想」が先行し,「 自留地」の廃棄が 強制的に行わ  はいかない」「集団経済を優先させることを前提

れたのである。この結果当然自由市場も全面的に  にするなら,自留地・家庭副業は目下どうしても
禁止され,農民ばかりでなく労働者にも生活上の  必要であり有益である」。

不便を余儀なくさせた。この措置はかえって農民   こうした判断が働らいたためであろう。今日で
の生産意欲を 削ぎ取る結果となった, と いわれ  は自留地 。自留家畜 。家庭副業の自由が再確認さ
る。                       れ,む しろ大いに奨励されており,自 由市場もか

このため今日ではこの『 自留地」を「六十条」  つてないにぎわいを見せている。この決定を農民
の規定にさかのぼって社員に反還し, 自由市場も  は喜びをもって迎えたといわれる。かつての息苦

集団経済の原則を侵さない範囲で,自 由に認める  しい風潮から解放され,ほ ッと一息つ くと同時に,

ことになった。                  自由市場の開放によって生産と生活に活力がわい

この自留地と自由市場については,専問誌であ  たのである。 最近 の『人民日報』にもそうした

る『経済研究』や『紅旗』などでも活発な議論が  投書や意見が目立って多 くなった。また『北京周

行われてきた。そのなかでもきわだって明快なの  報』 (1979年22号)は,次のような記事をのせてい

は,許族新氏の次の論文8)で
あろう。氏はいう,  る。「多 くの地域で長い間禁止されていた,自 由

「 自由市場 (中国では農村集市貿易という)は , 一  市場が再開された。昨年(1978年)末の調査では,

つの歴史的範時であり,それは一定の歴史条件の  農村の自由市場は全国で 3万 3千ケ所にのぼり,

もとで存在し, したがって一定の歴史的条件のも  多種多様な農・副業産品が売り出された。同調査

とで消滅する。問題は,それを生む条件なのでぁ  によると,自 由市場の商品の全国的な平均価格は,

る」。それではその条件とは一体何んであるのか。  1977年末より6.5%下がり,一部の商品は国営商

「第一にこの自由市場の商品は多 くのこまごまし  店の価格に近づき,なかにはそれより安 くなった

た品物で,一部は鮮度が要求される野菜苗,鶏な  ものもある」。また次のようにもいっている。「 自

どである。これらの品物を現在では全量を,計画  由市場の活気は農民の購買力を高めた。農民の手

的な集団の流通経路にのせることは不 可 能 でぁ  元の現金がふえ,工業製品の 需要が ふえた」『北

る。第二は社員や労働者が,集団から分配される  京周報』 (1979年22号 )。

重層星量崚軍匡理:彙後曇旦塁ξ詈曾』醤:理場「   6.地主・富農階級の消滅と差別の廃止
たとえば家畜・仔畜 。飼料などは,国営商業や購   中国では出身階層は重要である。階級がほぼ消

販合作社では扱っていないか,多 くを扱っていな  滅した今日でも,出身階層は重要な人物評価の指

い。だから必要に応じて 隊相互間で それを補う  標になる。農村だけでなく大学や研究機関に行っ

以外にない」。以上の三点だという。 したがって  ても,し ばしば「下層貧農」という言葉が使われ

「 こうした状況下で無理に自由市場を閉鎖すると,  る。いうまでもなくそれは,かつての自らの出身

かえって闇価格が生じ価格を高騰させる結果にな  階層をしめしているのである。それをいう時の彼

るだろう」という。               の表情は誇らしげでさえある。

許ャl際新氏の結論は「中国の経済発展の現段階で   したがって,かつての地主・富農やその出身者

は, 自留地と家庭副業は,集団経済にとって欠 く  は, さまざまな差別を受けた。それはかつての地
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主階層が「働らく農民を抑圧し搾取して不正の富

を蓄積 し,反動政権の支柱となっていたからだ」

という。また富農もこれと同じ役割を果 し,民主

主義革命とプロ独裁の対象となったのであった。

私共が各地の人民公社を参観訪問し,かつての

地主階層にふれると,責任者は決ってそれまでの

穏やかな表情を消し,き びしい顔付になった。そ

してあからさまな不快感をしめしながら,地主た

ちのかつての残虐な搾取にふれ,日下それら地主

層はわれわれ下層貧農の監視のもとで,公社で労

働に従事 していると答えてくれる。彼らには公社

員にあたえられている公民としての権利(た とえば

投票権,決定権)はない。ただ将来彼らが,かつて

の地主 としての階級存在を心から反省 し,真面目

に生産労働に従事 し思想を改造すれば,差別と監

視を解いて一般公社員と同じ扱いにもどすという

ことであった。ただその家族には罪はないから,

他の公社員と同等だということであったが, しか

し実際には地主階層の出身者には,例えば解放軍

とか,公社幹部,あ るいは大学進学の途は閉ざさ

れていたようである。

しかし1978年末党は,「地主 。富農を改造する

歴史的任務は終了した」として,次のような措置

をとることを明らかにした。つまり「地主分子・

富農分子で党の改造を受け入れ,反動的立場を捨

て,安逸をむさぼり労働を嫌う悪習を改め,法を

守り自ら働いて生活する勤労者に産れ変った者に

ついては,地主分子・富農分子のレッテルを取 り,

正式に公社員の資格を与える」というのである。

これによって, これまで受けていた一切の差別が

な くなり,天下晴れて大会や会議に参加 して発言

し,投票しかつ幹部に任命される権利をもつこと

になった。

またこれらの子弟については,「 これまでも原

則的に地主・富農それ自身とは区別し,出身階層

を一応考慮はするが,決定的なものとはみないで

政治的態度を主に見てきた」。 したがつて 一応は

地主や富農とは区別されてはいるが, しかし現実

にはその出身者であるというレッテルは,どこま

でもついて廻った。共産主義青団の入団は先ず困

難であるし,入党も先ずは絶望的であり,し たが

って幹部登用への途も閉ざされていた。大学進学

もほとんど不可能であったという。それがこの措

置によって「新中国で生れ,新社会で党の指導下

で育ったのであるから,も はや地主・富農の出身

者 とはせず,公社員出身者として,社員と全 く同

一の待遇を与える」ものとされた。 これで結婚も

仲々思うようにいかなかった,と いわれた「地主

・富農出身者」のレッテルから,解放 されたので

ある。もちろん一挙にその途がひらけるものでは

ないであろうが,入党・進学・幹部登用の途が,

少 くとも出身階層によって拒ばまれることは,一

応な くなったのである。

いずれにしても,新中国誕生から30年 ,土地改

革の終了後20数年の歳月を経て,中国農村におけ

る階級区分はようや くにして消えたことになる。

これは今日の中国における階級状況の,根本的変

化をあらわしているといえよう。

華国鋒主席は今年 6月 の報告で, この階級関係

にふれて次のようにいっている。「わが国 (台湾を

除く)では,全国の圧倒的多数の人民に支持され

る,正 しい合理的な段どりがとられたことによっ

て,封建的搾取制度と資本主義的搾取制度が廃絶

され,小生産の制度が改善された。社会主義制度

のきびしい試練に耐え抜いて,すでにゆるぎない

支配的地位を確立している。地主階級 。富農階級

は階級としてはすでに消滅した」と。つまり地主

や富農は,今や中国農村には階級としては,存在

していないことが明らかになったのであり,そ の

意味での階級闘争はすでに終ったとされた。

党中央政治局委員候補で四川省党委第一書記の

通紫陽氏は最近次のようにいっている。

「生産手段所有制の社会主義的改造が基本的に

達成された後も,階級闘争はいぜんとして存在す

るが,それは日に日に先鋭化し激化するものでは

ない。階級闘争を人為的に拡大したり,林彪・四

人組が権勢をふるっていた時期のように,現実を

無視しむやみにそれを誇張してはならない。社会

主義社会の矛盾はすべてが階級矛盾のあらわれと

は限らない。とくに大規模な激しい嵐のような大
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衆的階級闘争が基本的に終了 した後,階級闘争の  だという。私は今一歩つっ込んで, こうした自然

性質を帯びたある種の矛盾も,そのほとんどは人  破壊は,「大案に学ぶ運動」の 行きすぎが 生んだ

民内部の矛盾に属 し,敵味方の矛盾は極少数であ  ものではないのか,と質問してみた。「大案に学

る。したがって性質の異なる二種類の矛盾を混同  ぶ運動は,中国の食糧問題の解決に大きく貢献 し

し,敵味方の矛盾を解決する方法で,人民内部の  たし,大案の人々の精神は中国農民に大きな自信

矛盾を処理してはならない」。           と意欲をあたえた。だが (大案に学ぶ)こ とは,

「われわれが階級闘争を行うのは,それが目的  大案を真似ることではない。その誤 りがこんな結

ではなく生産力を解放するためである。階級闘争  果を生んだのは事実です」という,見事な回答で

は生産の発展を促すもので,生産の発展を阻むも  あった。

のであってはならない」(『北京周報』1979年 7号)。   実際に大案に学んだ公社幹部が,功をあせる余

り,苛酷な労働を社員に強いたために,農民から
7.その他の諸問題              反発をかった事例。豊富な森林資源を乱伐して段

「草案」と「決定」は,以上の基本問題のほか  々畑を急造 したために,大災害をまねいた事例。

にも,か なり広汎にわたって今後の現代化達成の  重慶の中国農業科学院柑橘研究所では,文革中に

ためのプログラムをしめしている。それらを一つ  山間山麓は樹木ばかりでな く,成長した柑橘や果

一つ述べることはできないが,最後にこれまでの  樹も切り倒 して畑にし,穀類をつ くることが強制

反省から加わった,新しい視点と項目を加えてお  され,そのため全国の果樹面積が減少 したとの説

きたい。それは,農業生産を主穀に偏重させずに,  明があった。

各部門の均衡的発展をはかること。荒地の開墾に   これらの全ての責任が,大案に在るとすること

当っては森林資源,治山治水などの観点を重視し,  はできないにしても,それらの経験から,森林資

乱伐を厳禁 し自然の生態系を崩さない厳重な配慮  源の保護・乱伐の厳禁 。生態系の重視が,今回新

をする。草食家畜の増殖をはかる,等 々かなりき  らたに施策のなかに盛り込まれたことは,注 目し

め細い,行 き届いた指示を行 っている。      ていいであろう。

私ごとであるが1979年訪中のさい,重慶から船   それにしても,あれだけ全国に号令された「大

で長江を下る機会を得た。長江の水はもちろん黄  案に学べ」運動は今後どうなるのであうろか。

河には比べられないが,それでもかなり赤 く汚濁   新聞によると (朝 日新聞,1979年 10月 9日 付)は
して いるのに 気付いた。老船長に たずねた とこ  大案の誤りが全人代常務委副委員長・諄震林氏に

ろ,昔はもっときれいな水で,長江の水がこんな  よって指摘 されたことを伝えてきた。それによる

になったのはここlo年位のことだという。     と「大案の農業政策は政治を前面に,階級闘争を

原因は,重慶など重工業地帯からでる工場汚水  かなめとする極左的なところがある。また多 く働

と,長江に沿う周辺山間部の森林の伐採と,乱開  けばそれだけ多 く分配を受ける方式もとっていな

発による土砂の流入が原因だという。       い。もちろん自力更生,刻苦奮励の精神は学ぶべ

長江沿岸は, もとは樹木におわれていたという  きだが,今 も彼らはなお極左的な路線を強調 して

が,今 日では開墾がすすみ一面の段々畠となって  いる」と諄震林氏は語り, さらに「大案でいまな

いる。しかもその開墾も石垣を築かない粗末なも  お近代化路線に抵抗する動きがある」ときびしく

のが多いので,素人眼にもエロージョンをおこし  批判したことになっている。謂氏自らが記者団に

ているのがわかる。               語ったというのであるから,前後の話の筋道はわ

乗り合わせた中国農業科学院の科学者は,長江  からないにしても,確かな情報といえるであろう。

が第二の黄河になる恐れがあり,日下全国の科学   はたして「大案に学ぶ運動」のスローガンは,

者を動員して,実態の調査と対策を練っている所  今後中国か ら姿を消すことになるのであろうか。
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たしかに「四つの現代化」のなかで,その「かな

め」となっている農業「現代化」を考えるばあい,

そのモデルが果して大案であるのか,と いう疑間

はありうるであろう。導氏もいっているように,

あの苛酷な自然・地理的条件を人力で改造 し克服

した「 自立更生 。刻苦奮励」の精神は,今後共に

中国農民の学ばなくてはならない点であるのはま

ちがいない。しかし広大な中国である。まして機

械化を中心に先進国水準を追い越す,現代的農業

の確立を目標とするばあい,そのモデルが大案で

あっていいのかとの疑間はのこる。1979年 9月 に

大案を訪れた「佐賀県農民友好訪中団」は大案を

訪れ,次のような質問をこころみた。「 (農業は大

案に学ぼう)(全党を動員 し大いに農業は 大案に

学ぼう)(全党を 動員し大いに農業を行い, 大案

型県普及の ために努力奮闘しよう)と いう運動

は,現在否定されて中止になったと聞くがどうで

しょうか」

これに対 し大案生産大隊の賣来恒氏は次のよう

に答えている。

「農業は大案に学ぶ運動は,1964年に毛主席が

提唱したものであり,大案県を普及させる運動は,

1975年 10月 に華国鋒主席が提唱したものです。学

ぶべきか否かは党中央が決めることであり,我々

が決めることではありません」。

質問に対 して,ややつき放 した回答をしている

ので,その真意はつかみ難いが,あえていえば中

央の方針がどうかわろうとも,大案農民は大案の

道を往 くだけだ,と いったしたたかな居直りとい

うか,一種の自信といったものがうかがえるよう

に思える。

だがよく考えて見ると,大案をどう学び,ど う位

置づけするかは, これまでも外部の者が勝手にや

っていたことであり,大案には大案の途 しかない

のは当然であろう。政治とのかかわりや,そ の状況

変化とは別に,大案の存在なりそこに流れる基本

精神は,今後共中国農業と農民にとって重要なも

のであることにはかわりないのではなかろうか。

もちろん大案を拠点に全国に波及 した学べ運動

の結果,(そ れ自体大案の責任ではないのだが)様々

な予想外の波紋を投げかけたことも事実のようで

ある。それが「大案に学ぶ運動」の学ぶ側の学び

方の誤りであったのだとしても,いぜん大案だけ

を唯一のモデルとして,全国の範とする時期は過

ぎ去ったかのようにも思える。

諄氏は「大案の農業政策は政治を前面に,階級

闘争をかなめとする極左的なところがある」とし

て,「大案に学ぶ運動」に終止符を打つ考えを示

唆したというが,今後の推移が注目されるところ

である。

確かに中国農業と農村人民公社は,今 日かなり

深刻な問題点をかかえているといっていい。しか

し「草案」や「決定」にみられるように,その矛

盾と欠点をこれまでのように,掩いか くそうとせ

ずに,大胆卒直にそれを大衆の面前にさらし, 自

己批判の苦 しい闘いのなかから,何んとか解決の

途を模索しようとしている。

私にはかつての中国共産党の良き作風がよみ返

ったように思えるし, この自己批判を恐れない態

度が,中 国の現代化の大きな支えになって,問題が

一つ一つ独自の途で解決されていくように思う。

注

1) 「中国は食糧問題をどう解決したか」(『人民中

国』1973年 12月 号)。

2)中国が第一次五か年計画 (1953～ 57年)の成果

を受けて行った経済の大躍進政策をいう。本来は

「三面紅旗」といい「社会主義の総路線」,「経済

の大躍進」,「人民公社化」を指す。詳しくは拙稿

「人民公社の集団的土地所有制について」(『土地

経済論』 田代隆編・御茶の水書房 。1980年)参
照。

3)こ の「意見書」 (1959年 7月 14日 ・慮山会議)

はこれまで不明であったが,文革中に紅衛兵によ

って公開されたといわれ,『中国大躍進期の展開』

(日 本国際問題研究所 。1974年)に『祖国』1968

年 3月号所収「大批判通訊」の影印をテキストし

たものが収録されている。

4)参考までに記すと50元は日本円に換算すると8

千円。ただし大学卒の月給がほぼこの水準で あ

り,食費は月平均15元 というから,中 クラスの下

の水準。しかし年収となると話は別である。
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5)こ の資料は10数回に及ぶ訪中経験をもつ高橋公     規則排事,加快実現四個現代化」といい,1979年

一郎氏 (日 本中国農業農民交流協会)の聴取り調     7月 に開催された国務院会議での講話を文章化し

査による。                       たものである。胡氏は中国社会科学院院長で「四

6)こ の間の事情については拙稿「人民公社の集団     つの現代化」の経済部門の理論ブレーンといわれ

的土地所有制について」(『土地経済論』田代隆編

・御茶の水書房 。1980年)を参照されたい。

7)胡喬木「経済法則に則って事をはこび,四つの

現代化の実現を早めよう」 (『人民日報』198年

10月 6日 付)の この論文は,原文名を「按照経済

ている。

8)許族新「有関農業経済的幾個問題」 (『経済研

究』 1978年 12号 )。 このほか王・楊・王の共著に

なる「加快農業生産発展必須充分関心農民的物質

的利益」(『経済研究』1978年 3号)などがある。
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