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(農政経済研究第20集，1997)

<論文>

中国大都市における農産物流通・市場の再編に関する研究
一青果物を中心!こ一

A Study on the Reorganization of the Distribution Systems on Agricultural Products 

in Chinese Metropolitan Area 

序章研究課題と方法

第 1節 問題の所在と研究課題

近年、中国では「改革開放」政策のもとで

市場経済への移行が急速に進みつつある。現

在、中国の農村においては、 「集団的統一経

営」と「個別的家族経営」の相互連携によっ

て「双層経営」と呼ばれる新しい生産体制を

構築しつつある。このような生産体制の改革

は、中国農村で進行している一連の改革政策

の第 1段階として位置づけられる。

また、青果物のような農産物流通の面にお

いて、計画経済体制の下での「統一買付・統

一販売」制度はすでに崩壊し、 「批発交易市

場」とよばれる初歩的形態の卸売市場と集市

貿易市場(自由市場)1)等の小売市場から構成

される、新しい生鮮食料品の流通体系の構築

は全面的に進展しつつあり、これは「改革開

放」政策の第2段階として位置づけられる。

「市場経済形成期」ともいいうるこの歴史

的変動期にあって、今後青果物の生産・流通

の再編方向を市場経済のメカニズムの法則に

キーワード: 市場経済(MarketE∞nomic) 

青果物(Fruitsand Vegetables) 

生産・流通・消費(Production

Distribution Spending) 

需給構造(Supplyand Demand 

Structure) 

市場体系(MarketSystem) 

敢菊生

そって、科学的に見定めることは重大な課題

となっている。とりわけ、巨大都市上海市で

は、従来の「域内生産・域内供給」を基本と

する地域閉鎖的な需給構造の解体を伴い、流

通の広域伯、流通機能の多様イじなどの流通体

系の再編が大規模に進展しつつある、青果物

のような生鮮食料品を日常的、安定的に供給

するためのシステム構築が最優先課題の lつ

となっている。

以上のような問題状況を踏まえ、本論では

研究課題として以下の枠組みを設定する。

(1)本研究の基本目的は、経済社会の発

展過程における農産物、とくに生鮮食料品と

しての青果物を中心とする生産・流通・市場

の展開と再編のメカニズムに関する実証的研

究ならびに理論的考察を通じて、上海市にお

ける生鮮食料品の流通・市場再編の実態を明

らかにするとともに、今後の合理的再編にと

って不可欠な知見を提供する。

(2)本研究を遂行にあたっての基礎的な

作業として、まず最初に計画経済体制下の中

国における農業生産体制と流通体制の形成過

程、及びその組織的・経済的特質、並びに歴

史的位置づけについて考察を行い、農産物生

産、供給体制の機構的、機能的特徴とその歴

史的意義を明らかにする。

( 3 )計画経済体制の下での上海市におけ

る「域内生産・域内供給」、 「統一買付・統

一販売」を特徴とする集権イじした生産・流通

体制の形成・発展過程およびその組織的・機

能的特徴について実証的に明らかにするとと

もに、その歴史的な限界について検証する。
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(4 )市場経済導入による経済の発展と、

市中心部地域周辺及び浦東地区巨大な開発に

伴う人口の増大、並びに近郊農地の大規模な

転用の中での、上海市における農業生産・流

通環境の諸変化と、近郊産地、農業経営の変容

と発展動向についての実態を明らかにする。

( 5 )市場経済導入後に進展しつつある卸

売市場整備と集市貿易市場の展開を基幹とす

る流通再編の実態と特徴を、集権的配給機構

として機能してきた「上海市蔵菜公司」の再

編と民営市場の進出からなる新しい流通シス

テムの構築という視点から接近し、大都市に

おける流通システム再構築の実態とその意義

を明らかにする。

( 6)上海市における生鮮食料品流通の基

幹を構成する卸売市場について、その整備と

配置状況の解明、並びに組織的、機能的な類

型イじを行うとともに、各類型の卸売市場の集

荷機能、分荷機能、価格形成機能、決済機能、

情報機能等について、その役割と特徴を実証

的に明らかにし、それら機能の総体によって

構成される卸売市場流通体系の現段階的な意

義について検討する。

( 7 )上海市における生鮮食料品の末端配

給機構について、計画経済体制もとでほぼ独

占的に掌握していた国営・集団有商業機構の

変容と、 「集市貿易市場」の広範な展開に視

点をおきながらその再編動向の実態を明かに

するとともに、小売形態の組織、機能及び役

割について類型別に解明する。

(8)以上の実態分析の成果を踏まえなが

ら、 「市場経済形成期」ともいいうる今日の

上海市における青果物の生産・流通再編の現

段階的な特徴を総体として体系的に整理する

とともに、今後の展開における基本方針と政

策課題について検討する。

第2節課題への接近方法

研究対象である生鮮食料品流通・市場の構

造分析においては、単に中聞の商品流通機構

の諸機能にとどまらず、生産構造と出荷体制、

及び消費構造のあり方等が重要な規定要因と

して関連する。したがってこの課題との取組

みは、生産・流通・消費の各段階の相互規定

関係を視野にいれた総合的な分析を必要とす

るが、本研究においては、分析の範囲を産地

生産・出荷体制、卸売市場、小売商業機構を

中心とする各種流通組織・流通機構の内部変

革及びそれらの相互関連性の変革を分析の基

軸とする、流通・市場再編のメカニズムの解

明に重点をおき、消費構造に関しては経済発

展にともなう与件の変動として位置づけた。

また、ここでいう流通・市場再編とは、経

済発展の歴史的段階、並びに経済体制の特質

に規定されて存在している青果物の生産・流

通・市場構造が、経済の発展過程あるいは経

済体制の変革過程において自らの合理性を失

い、生産と流通・市場構造の近代化あるいは

新たな枠組みのもとで再構築が行われること

を意味している。即ち、各種流通組織・機構

からなる流通構造のあり方は、特定の社会経

済体制および経済社会の発展段階に対応する

ものとして、歴史的に変イじ・発展するもので

あり、特定の社会にはそれに照応する最も合

理的な流通機構が存在する。このような分析

視点は、本稿においては一貫する方法意識と

されている。

方法論としては、中国経済研究において重

視されてきた理論研究と、実態調査および統

計資料に基づく実証的分析の両面からのアプ

ローチを試みた。具体的分析に当たっては、

理論分析と実証分析を結合する手法、並びに

マクロ的分析とミクロ的分析を結合する手法

を用いた。

また、これまでの中国農産物流通・市場の

研究における分析視角や方法と比較すれば、

本論の基本的特徴を以下の4つに整理するこ

とができる。

第 1に、実態調査の範囲を研究対象である

特定の大都市の「域内」に限定せず、関連す

る「域外」の生産・出荷と流通状況にまで射

程を広げた。さらに圏外の先進事例にも注目

し、産地、卸売市場、小売機構などに対する

実態調査を実施し、実態の把握と問題点の発

見に努め、詳細な分析を通じて新知見を得る

ことができたことである。

第2に、中国統計出版社、中華人民共和国
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農業部、上海市統計局、上海市農業局、上海

市人民政府農業委員会、上海市議菜公司など

から提供された統計資料を最大限に利用し、

計量的な分析を行ったことである。

第3に、中国と日本、またはその他諸国の

研究論文、学術図書、新聞等からの情報を整

理し、学術的に利用することを通じて、自ら

の研究内容を客観化し、内容充実に役立てた

ことである。

第4に、研究の視野を 1つの園、 1つの都

市に限らず、都市問、地域問、国際間の比較

研究を意識しながら、特定地域に適応する農

産物の生産・流通体制の合理的な構築のあり

方についてグローパルな視点から検討を加え

たことである。

本稿においては以上のような研究手法をふ

まえながら、課題への接近を 7つのプロセス

に区分し、それぞれを一つの章として設定し

た。以下は各章の概要である。

第1章 中国における社会主義的農産物

流通システムの形成と変容

第1節 中国社会主義計画経済のもとでの

市場諸関係形成の理論的考察

歴史を遡ってみると、中国においては、先

進諸国が資本主義経済の高度な発展を遂げた

段階においても半植民地・半封建的な経済環

境が持続し、歴史的には資本主義経済と市場

の発展が相対的に遅れざるを得ない状況に置

かれていた。特に農産物市場に関しては、封

建的統治が長期にわたって続けられ、そのも

とで伝統的な重農軽商思想が支配したため、

その遅れが特に顕著であった。

当初、自給自足型の自然経済が農村で絶対

的に優勢な地位を占めることに現われた。そ

こではまた、官僚的資本家集団・封建的軍閥

.富豪地主等の諸候によって土地が分割占有

され、したがって圏内市場も封建的に分割さ

れた大小市場の集合形態として形成されたた

め、全国的規模をもっ商品市場の発展は困難

な状態であった。

中国における統一的な国内市場形成の歴史

は、 1949年の中国革命と共に始まったといっ

てよい。 1949年の中国革命以降、中国は旧市

場の改造をめざして、一連の経済政策を展開

し、圏内経済の解放と生産の発展、ならびに

社会主義的に統一された全国的市場の形成を

推進した。以下は、この40数年の聞に中国政

府によって行われた国内市場改造に関する政

策展開の4段階の概要である 2)。

第1段階:新中国建設回復改造期(1949...... 

1955年)

この間中国政府は国家主権の確立を達成し

たと同時に、国内市場に対する主導権を掌握

した。農村においては、土地改革によって封

建的経済の基礎が崩壊し、商品生産農業の発

展が見られるようになった。このような政策

展開によって、経済発展と圏内統一市場形成

のための環境整備が進展した。

第2段階: r 3大改造」の完成から中国共

産党11回第3回総会開幕まで

( 1956......1978年)

中国政府は、 1956年に農業・手工業ならび

に資本主義的工商業に対して、相継いで社会

主義的な r3大改造」を加えた。それによっ

て、中国の生産関係は一大変革を遂げ、生産

構造、流通構造も生まれ変わった。

表 1-1に示されるように、 1952年には全

国の国営小売商業機構数は、わずか2.9万であ

ったが、 1957年には12万(4.1倍)に増大した。

また、職員数は49.3万人から 179.4万人 (3.6

f音)へと増加し、商品の小売額は45.0億元から

176.3億元 (3.9倍)まで増加している。その

反面、個人・私営小売機構数では1952年の407

万から1957年の41.3万(約10分の 1)へと激

減した。職員数は589.5万人から46.7万人(約

13分の 1)まで減少し、商品の小売額は168.6

億元から12.9億元(13分の 1)まで減少した。

数字が明白に示すように、 r3大改造」は

中国の国内生産における所有関係を資本主義

的所有の原則から社会主義的公有制の原則へ

と転換させた。国内市場の性格もそれに従っ

て変イじし、建国回復期における社会主義的経

済と資本主義的経済の混在する 2元的な交換

関係から、次第に社会主義的生産諸関係に規

定された統一市場へと推移した。
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表 1-1所有形態別小売商業機構、職員お
よび商品小売総額

所有形態 952年1957年1978年 1985年 1991年

機構数(万)性07.0 41. 3 10.8 618.9 777.3 

個人 職員(万人 89.5 46.7 13.6 836.9 1134.5 

私営 売上(イ窯元、 168.6 12.9 2.1 661. 0 1844.4 

|機構数(万 18.7 0.3 0.2 

公私 |職員(万人 84.2 2.9 3.6 
合営 |売上(億元 76.0 12.7 51. 5 

機構数(万) 10.1 123.3 89.1 136.2 117.6 

集所有団
職員(万人) 70. 7 258.6 336.2 665.4 672. 3 

売上(億冗) 50.3 195.8 674.4 1600.3 2826.2 

機構数(万) 2.9 12.0 4.9 22.9 29.0 
国営 職員(万人) 49.3 179.4 97.6 290.8 388.3 

売上(億元: 45.0 176.3 回50.1 1740.0 3783.7 

集貿 |市場数(万 3.3 6. 1 7.5 

喧擾費上{億五1 125. 2 632.2 2622. 2 
資料: r中国統計年鑑J1992、p.584、606頁、

「中国市場統計年鑑J1994、p.175頁より作成。
注: rー Jは統計データーがないことを示す。

社会主義的圏内統一市場の主な担い手は国

営商業機構と供鋪合作社のような集団所有制

の商庖である。また、集市貿易市場は社会主

義的商業流通の不足部分を補う機構として存

在する。社会主義計画経済体制のもとで形成

されたこのような市場関係は、 30数年の実践

のなかで中国の基幹的流通機構と Lて育成さ

れ定着してきたが、それは一面において流通

の国営商業機構への偏りすぎによる不合理性

を導くことにもなった。実際上、国営と集団

所有の商業機構の流通比率は年々増加し、圧

倒的かっ独占的な地位を示すようになり、そ

の他の流通ルートは減少の一途を辿った。そ

のことは、中国において形成されるべき圏内

市場の範囲を限定し、商品経済の発展に制限

を加える結果となった。

第3段階:中国共産党11回3中総会後「改

革開放」の時期(1978"-'1990年

代初頭)

1978年の「改革開放」政策によって経済を

活性化するための方策が打ち出され、そこで

は社会主義的市場体系の形成と育成を加速し

ようとした。この時期には、国内の消費材市

場に大きな発展が見られると同時に、鉄鋼材

・木材等の生産材市場を始め、自動車・住宅・

金融等の要素市場も拡大傾向を示した。社会

主義的市場体系はこの時期に著しく発展し、

市場規模も急速に拡大した。

第4段階: i社会主義市場経済」の形成期

(1993年"-' ) 

1993年に聞かれた中国共産党第14回3中総

会には、 「社会主義市場経済」の理論が明確

に書き込まれ、中国はこれを土台として「市

場経済」体系の構築に拍車をかけ、圏内市場

の全ての領域において市場経済メカニズムを

機能させるための条件整備に着手した。中央

政府は、地方分権と企業の経営権の回復を進

め、マクロ的手法による経済運営に努めた。

農産物流通の領域においては、主要農産物に

対する規制をさらに緩和し、流通は市場の需

給関係によって調整するものとし、政府はマ

クロ的手法で市場に介入し、その安定を図ろ

うとした。中国はこれ以降本格的な市場経済

の展開期を迎えるが、その過程でいかに地域

閣のアンバランスを解消し、また歴史的遺産

として根強く残されている地域分割的な構造

を改め、国内市場の拡大と統ーを成し遂げる

かが大きな課題として関心を集めている。

第2節 中国における農産物流通体制と構

造変革

ここでまず、社会主義計画経済体制下にお

ける農産物流通体制の確立過程を見て行く。

中国は、建国後大規模な経済建設の推進によ

って国民経済は急速に発展し、都市人口と就

業人口の急増が見られた。そのため都市では、

食糧、油、綿をはじめとする主要農産物の需

給関係は極めて深刻化し、とりわけ食糧等の

主要農産物の供給確保は緊急課題として浮上

した。そこで、中国政府は1953年の末に「食

糧の計画買付けと計画供給についての命令」

並びに「全国範囲での油料作物の計画買付げ

についての決定」を、また1954年には「綿の

計画買付けと計画供給についての命令」を制

定した。さらに、 1955年には豚肉・皮製品・

タバコ・卵等の重要農産物に対しても割当買

付けを実行した。これら一連の中央政府の政

策的行政命令によって、中国は社会主義的計

画経済体制に対応する農産物流通体制の骨格

をほぼ確立した。

国家はより効率的に農産物の流通を支配す

るため、政策面では統一買付け、割当買付け、
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協議買付けを国営商業と供鋪合作社商業を通

じて強制的に実施し、また農産物を 1類、 2
類、 3類のように区分して管理した 3)。その

後このような政策は30年以上持続したが、そ

の内容についての概要は次の通りである。

1.統一買付けの 1類農産物

1類に属する農産物は国家が直接管理し、

統一的に買付ける食糧・油・綿と木材等であ

る。自由市場での流通は認めなかった。

2 .割当買付けの 2類農産物

2類農産物は、主に供鋪合作社と国営の商

業、および、水産、医薬材等の部門により管理

されている。 2類農産物の主な種類は豚、卵、

野菜(野菜は2類農産物として指定しながら、

地方政府の管理を受け、上海市を含む都市部

では「統一買付・統一販売」の政策を実施し

た)、リンゴ、一部の水産物および一部の漢方

薬材などで、およそ100品目が含まれる。割当

買付けは強制買付けでもあるが、その強制的

性格は次の3点に示されている。①品種と数

量、および‘供出と自家保留の割合を国家が決

めること、②供出価格を国家が決めること、

③農産物の作付については国家計画による指

導を受けること。なお 2類に属する農産物に

ついては、割当買付け任務を達成したあとの

残りは自由に市場出荷することが認められて

いた。

3.協議買付けの3類農産物

3類農産物は 1類と 2類の農産物に含まれ

ない農産物であり、各地方における管理のも

とで協議買付けされるものである。国家が生

産者に対して供出任務を義務づけることはな

く、これに該当するのは地方特産物、日用品

としての副業製品、一部の果実、乾燥野菜、

調味料、野生植物繊維、雑多な油料作物や薬

材などである。 3類農産物においては基本的

に自由な市場出荷が可能である。

次に、農産物流通管理組織の体系と問題点

を見て行く。上述の購買販売制度を土台して

構築された農産物流通は、圏内部分と国外部

分とに大きく 2分され、国内部分は商業部に

よって、また対外貿易は対外貿易部によって

管轄される。

中国におけるこのような農産物の流通組織

体系の基本的特徴は、高度な政府集中管理と

行政当局の独占経営であることに象徴されて

いる。そこでは農産物の買付け任務は行政区

画にしたがって各級の下部組織に伝達され、

集荷された農産物はふたたび行政区画にした

がって分配・調整が行われた。こうした垂直

的行政区画による不十分な流通体系は、他地

域・他部門等の横tの連携の実現をも難しく

なり、政府の財政負担を増大させてきた。

以上のように従来の流通体系の下では、計

画による需給バランスの確保は困難であり、

しかも市場経済のメカニズムが作用する余地

も排除されているため、生産、流通、消費の

順調な発展の途はふさがれ、内部矛盾を深め

てきた。

上述の流通体制は30年間も続けられ、諸矛

盾をはらみながらも慣習イじすることによって

定着し、国家による農産物流通の独占こそが

社会主義的計画経済の本質であるという固定

観念を生じさせるに至った。

このような問題を改善がはかられるように

なったのは1978年に「改革開放」政策を打ち

出された以後のことである。 1983年には統一

買付けと割当買付けの制度が見直され、それ

に代わって契約買付けと市場流通を基幹とす

る流通体制へと再編された。

廃止された伝統的な自由市場が復活され、

都市では卸売市場が開設され、市場取扱額も

市場規模も飛躍的な拡大を遂げた。表 1-2

から明らかなように、全国に展開する集市貿

易市場の数は、経済体制改革前の1978年には

33，302ケ所であったものが、改革後の1993年

には83，001ヶ所へと増加 (2.5倍)した。

なかでも特に都市における集市貿易市場の

発展が目立った。 1980年における都市の集市

貿易市場の数は、2，919ヶ所しかなかったので

あるが、 1993年になると16，450ヶ所へと急増

(5.6倍)した。さらに、集市貿易市場におげ

る取扱額をみても、 1978年の取扱高は125.0億

元であったのに対し、1993年には5，343.0億元

となり、実に42.7倍の増加となっている。
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また、 10年前に開設された各種の卸売市場

(図 1-1参照)は、 1993年までにすでに2，080
ケ所にまで増加した4)。今後の中国における

農産物の流通政策は、基本的には卸売市場の

整備による市場流通体制の構築に向かうこと

になる。

表 1-2都市と農村における集市
貿易市場の状況

(単位:ヶ所，億元)

項目 1978 1980 1985 1990 1993 

集市貿易市場数 33，302 40，809 61，337 72，597 83，001 

都市 2，919 8，013 13，106 16，450 
地域別

農村 33，302 37，890 53，324 59，473 66，551 

市場取扱額 125.0 235.0 632.2 2168.2 5343.0 

都市 24.0 120.7 837.8 2562.4 
地域別

農村 135.0 211. 0 511. 6 1330.4 2780.6 

資料 r中国統計年鑑J 1985，1992，1994年版により作成。

現在、中国において開設されている卸売市

場の性格について見ると、およそ次のような

4つのタイプに分けられる。“第 l、 「産地市

場」。第2、「消費地市場」。第3、「産地集散

地市場」。第4、「乗継ぎ市場」である。

さらに、それらの市場の開設者を見ると、

次の3類型に区分される。第 1は、官営公設

市場である。第2は、民営市場である。第3

は、半官半民市場である。

次に、中国における農産物卸売市場整備の

基本方向を概略する。全体的な卸売市場整備

の構想においては、消費地と産地における中

央卸売市場(原語:中心批発市場)の開設が

骨格となっている。消費地における中央卸売

市場の開設は、全国の100万人以上を有する36

の大・中都市におよそ50市場を開設すること

が計画されている日。

産地における中央卸売市場開設の構想は、

野菜の産地中央卸売市場は、野菜生産適地に

図 1- 1 中 国 に お け る 生鮮食料品流通の現状

各種卸完市場

10数年前出現、 93年全国約
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営の市場等がある。
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集市貿易市場
(自由市場)

全国に 84，463市場 3)

大都市60~70% 、中
小都市80%、農村の
ほとんど、全国で平
崎90%以上の生鮮食
料品がととを経由し
て供給される。

供鎗合作社が経営す
る小売l苫

朝市、夕市、路上販
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資料:現地間取り調査により作成(1995) 

注:1)都市部にある末端行政組織。
2)農村における販売購買合作社。
3) r中国統計年鑑 J (1995年)による。
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重点的に配置されることとなり、水産物産地

中央卸売市場の開設は、沿海地域に集中する

傾向があり、果実産地中央卸売市場と肉類産

地中央卸売市場は、それぞれの有力産地に重

点的に開設する方向である。

しかし、中国各地方における農産物卸売市

場整備の現状について見れば、法的制度の完

備、市場の最適配置、市場の設備、取引の規

範性、情報の伝達、市場流通の担い手の育成

など、実に多くの課題が残されている。今後、

中国の農産物卸売市場流通体制を健全に構築

していくためには、これらの課題に組織的に

取り組んでいくことが重要となる。

第2章計画経済体制下の上海市における

青果物生産・出荷体制と

流通システムの確立

第 1節 青果物における集権的生産・出荷

体制の成立

まず、計画経済体制下における農業生産シ

ステムの形成についてみると、上海市の農業

生産は、農家分散イじ期、農村合作イじ期の各段

階を経て1958年の人民公社化期を迎えたが、

人民公社三級所有のシステム構造は図2-1

の通りである。図で分かるように人民公社体

制の特徴は、中国共産党の組織と農村におけ

る行政末端組織との一体佑「党政合一」に現

れ、党は指導的、中核的な存在であった。そ

して政権と生産・経営など経済組織との一体

化「政社合一」、さらには人民公社、生産大

隊、生産隊のように垂直的な三段階所有制が

設げられ、生産隊を生産運営と農家所得配分

の基本組織とする、いわゆる「三級所有、隊

為基礎」の制度が構築された。

この人民公社体制は、社会主義経済建設の

過程で重要施策として展開され「統一買付・

統一販売」の農産物流通制度、あるいは都市

人口と農村人口の相E流動を遮断する「戸籍

制度Jと相対応するのものであり、こうした

人民公社の集団佑組織システムなくしては実

現が不可能であったといえる。

次に、人民公社制度下の野菜生産・出荷体

図2-1 人民公社三級所有システムの
構造(1983年まで)

人民公社:人民公社:社弁農、
党委員会;委員会 l工、副業

(党) : (政) : (社)

直接 ;間接
指導 l指導

資料:上海市長征郷の調査により作成。

制の成立を見ていく。表2-1が示されるよ

うに、 1953年の農家分散生産の時期に、上海

市の野菜栽培面積は13，066haで、野菜出荷量

は36.20万トンで、自給率は69.7%であった。

1957年までの農村合作化生産期に、栽培面

積は13，000haの水準に達し、出荷量は64.68
万トンに増加し、自給率は82.2%まで増加し

た。

1958年の人民公社化を迎えた年に、野菜栽

培面積は20，000haまで増大し、そして出荷さ

れた野菜は68.91万トンに達し、自給率は85.4
%まマに上昇した。その後1990年代初期の野

菜市場が全面的に市場イじするまでの30年にわ

たって、上海市政府の「域内生産・域内供給

により自給を確保するJ (域内→上海市行政

管轄範囲を指す)という方針のもとで、域内

野菜産地の建設を人民公社制度を基礎として

具体イじを進め、近郊に形成された野菜周年産

地を一層強化し、自給できる野菜の生産体制

が確立したといえる。

それはまた「上海市競菜公司」の設立と相

待って「統一買付・統一販売」を原則とする

野菜「計画市場」の成立をもたらした。この

ようにして形成された野菜産地は、 40余の人

民公社に集中しており、現在もそのような産

地配置が基本的維持されている。図2-2に
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表 2~ 1 上海市における野菜周年産地の歴年動態 (1949~1992年)

| 県名 I 1949 I 53 I 57 I 58 I 60 I 65 I 66 I 70 I 75 I 80 I 85 I 90 I 92 
上海 6333.3 3166.7 3233.3 3400.0 3366.7 3433.3 3473.3 3193.3 2380.0 

作 務定 6320.0 2400.0 2600.0 2686.7 2726.7 2733.3 2493.3 2353.3 1693.3 
イサ 宝山 4666.7 2133.3 2066.7 2000.0 2133.3 2120.0 2013.3 1780.0 1526.7 
面 川沙 4306.7 2133.3 2133.3 2413.3 2400.0 2646.7 2280.0 2373.3 1846.7 
積 南掻 1440.0 166.7 146.7 260.0 273.3 280.0 273.3 280.0 
h a 育浦 2666.7 780.0 866.7 813.3 866.7 866.7 1020.0 1080.0 1046.7 

松江 2506.7 53.3 40.0 73.3 66.7 66.7 66.7 66.7 場浦 53.3
Ll:.海合計 7733.3 13066.7 13000.0 20000.0 28240.0 10833.3 11086.7 11646.7 11833.3 12146.7 11620.0 11126.7 8546.7 

上海 13253.3 13326.7 14000.0 14526.7 14120.0 13233.3 11666.7 7440.0 
収 嘉定 9973.3 10573.3 11333.3 11066.7 11253.3 9740.0 8793.3 5280.0 
獲 宝山 9253.3 8773.3 8000.0 9066.7 8393.3 7133.3 5293.3 4180.0 
面 川沙 9146.7 9860.0 9333.3 11260.0 10740.0 7880.0 8080.0 6280.0 
積 南極 660.0 553.3 666.7 1000.0 1360.0 1306.7 900.0 
h a 育網1 2466.7 2866.7 2666.7 2720.0 2693.3 3666.7 3486.7 2806.7 

松江 173.3 180.0 266.7 280.0 240.0 206.7 333.3 楊i11iI93.3
上海合計 16266.7 21166.7 44206.7 68000.0 87726.7 44926.7 46133.3 46266.7 49920.0 48800.0 43166.7 38553.3 26180.0 

上海 34.19 30.50 28.70 31. 10 27.22 27.32 27.64 32.42 15.20 
出 嘉定 30.54 23.83 21. 68 23.30 20.71 20.91 18.24 20.08 15.21 
荷 宝山 20.71 17.96 16.43 17.00 17.19 13.20 14.79 13.90 11. 29 
数 川沙 18.57 18. 11 17.56 20.05 16.87 14.14 16.65 19.59 12.86 

量 南極 4.82 1. 41 1. 29 2.10 1. 81 2.52 3.03 1. 53 
万 t 育捕I 8.52 6.45 6.28 7.00 5.34 6.16 5.08 6.03 5.04 

松江 2.11 0.35 0.32 0.50 0.46 0.37 0.11 0.16 崎i11i0.74 
上海合計 15.98 36.20 64.68 68.91 119.44 98.59 92.25 101. 05 89.58 84.62 85.53 93.71 60.34 

資料 「上海音量楽産量骨経営歴史資料医編」による。

注 1949-1959年まで各県の統計数はない、なお収穫面積の統計数は1962年までがなかった。

示されるように、上海市の野菜産地は周年産

地、 季節性産地、種子畑、県町用および国営農

場産地の 4つのパターンに分けられている。

周年産地は、最も重要な役割を果たしてい

る。それはまた、近郊純野菜生産地域、中-

近郊(上海市の農村部は、近郊、中・遠郊に

区分され、市街地と郊外部との結合地帯は近

郊と呼ばれ、市中心部から離れた地域は中・

遠郊と呼ばれている。それらいずれは上海市

行政の管轄下にある。)他農作物との混作地

域、遠郊糧・ 棉・油と結合する野菜混作地域

の3つの異なるタイプが存在する。

1981年において、近郊純野菜産地は84，524
畝 (5，635ha)の耕作面積を有し、上海市に

おける周年野菜産地の総面積の42%を占めて

いる(表2-2参照)。また、 1982年に、こ

れらの近郊純野菜産地で生産・出荷された野

菜は1，159万担 (579，540t)で、周年産地年間

総出荷量1，313，OOOtの44.1%にも達しており

(表2-3参照)、上海市における野菜生産

.供給の中心的な役割を担っていることは伺

われる。

中・近郊他農作物との混作地域における周

年野菜の栽培面積は、表2-2で示されたよ

図 2-2 上海市における野菜産

地の 分布図 (1982年)
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一一資料 r上 海市県級総合農業区劃」上 海科技

出版社(1991年 )に より若干加筆。
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うに1981年に115，744畝(7，716ha)にのぼり、

周年野菜産地の総面積の57%を占めていた。

表2-3で分かるように、 1982年に出荷され

た野菜は1，449万担(724，405t )で、周年産地

総出荷量の55%に達した。この地域も上海市

の野菜供給基地として欠かせない重要な存在

である。

遠郊糧・棉・油と結合する野菜混作地域は、

出荷が不便である上に、農地基盤整備も遅れ

ていたため野菜の生産技術水準も低く、これ

らの産地の多くは単一の特定品目の生産に集

中していた。

上海市内住民にたいする日常的な野菜供給

は、上述のような周年産地によって基本部分

は満たされていたが、その他に、端境期の安定

供給と供給品目の多様化を図るため、遠郊に

指定した季節性の強い季節性産地がある。

種子畑は、 「域内生産・域内供給」の基本

方針を具体イじするためには、上海市は野菜生

産用の採種圃場を域内に計画的に設置する必

要があるから、指定された採種圃場である。

県町用および国営農場産地は、上海市郊外

表2-2 上海市における野菜周年産地の累年作付面積(県・郷別、 1964-1992年)
t阜位 臥 ]

i主 県名 番J 郷名 1964 1970 1975 1979 1981 1982 1985 1990 1991 1992 
戸上海県 11新涯 8.833 8.899 9.781 9.446 9.789 10.979 8.158 6.455 6.288 5.519 
の(関行区) 21華漕 3.242 4.122 4.116 4.111 5.493 7.473 5.843 5.164 4.931 2.842 
e 31紀玉 3.499 3.150 2.826 2.783 2.887 3.497 3.652 3.425 3.311 3.012 
f::. 41諸謹 1.950 1.384 1.094 1.186 1.229 1. 316 1. 143 1.088 1.100 1.088 
f、 5虹矯 12.015 14.064 14.128 14.672 14.647 16.854 13.526 11.885 11.558 10.352 
の 6七宝 4.497 4.376 4.325 4.493 6.383 7.796 6.807 9.026 6.111 4.880 
e 71梅礎 8.622 7.475 7.572 7.886 8.052 7.973 7.856 5.5.51 5.715 5.056 
の 81龍華 3.184 2.833 2.839 2.782 2.950 2.993 2.739 482 389 250 
6 9 三林 8.383 7.315 7.227 7.678 8.407 8.523 7.333 7.569 5.246 4.750 

〈県小計〉 54.225 53.618 53.908 55.037 59.837 67.404 57.057 50.645 44.649 37.749 
門事定県 10 |長征 14.575 15.044 14.403 14.693 13.000 12.949 8.226 5.221 5.221 2.754 
d(裏定区)11 江構 1.006 8.608 8.715 9.055 11.013 16.323 13.384 12.085 11.156 10.211 
6 12 |桃浦 8.269 7.353 7.956 8.144 8.905 10.572 7.469 6.230 5.248 3.004 
@ 13 |黄渡 8.829 8.394 7.712 9.102 9.840 9.915 8.557 8.422 7.975 5.325 
6 14 |封浜 3.980 3.499 3.733 3.902 3.965 4.647 3.652 5.515 5.211 5.540 

〈県小計〉 36.659 42.898 42.519 44.896 46.723 54.406 41. 288 37.473 34.811 26.834 
宝山県 15 1膨浦 9.854 9.044 9.536 8.826 8.204 7.036 5.187 2.953 2.762 2.758 

。(宝山区)16 l江湾 8.254 7.577 7.636 7.624 7.813 8.812 6.040 3.307 3.203 2.853 
。 17 i大場 8.356 6.712 7.137 7.952 8.293 11. 467 9.001 12.270 11. 102 10.815 

18 |廟行 6.718 5.488 5.717 6.229 7.376 10.280 8.085 7.733 6.806 6.809 
。 19 五角場 3.324 3.446 3.578 3.357 3.548 3.520 911 720 910 

〈県小計〉 33.182 32.145 33.472 34.209 35.043 41.143 31.833 27.174 24.593 24.145 
川iφ県 20 |楊恩 7.886 6.906 7.359 7.220 7.581 7.697 5.437 4.607 4.445 3.423 
(浦東区) l六里 6.484 5.958 6.017 6.035 5.953 6.090 5.451 4.900 4.781 2.400 

22 |厳繍 7.437 6.481 6.911 6.982 6.961 6.917 4.165 4.064 4.062 2.825 
。 31洋涯 7.833 7.208 7.541 7.379 7.219 7.484 7.752 8.426 8.128 6.107 
。 24 |花木 6.355 5.660 6.284 6.502 7.241 7.505 6.189 8.754 8.928 8.870 
。 25 |北禁 6.097 5.303 5.521 6.249 6.589 6.826 6.525 6.103 5.606 4.618 

〈県小計〉 42.092 37.516 39.633 40.367 41. 544 42.519 35.519 36.854 35.950 28.243 
o脅浦県 6 1白鶴 6.851 6.438 6.350 6.396 8.505 9.700 9.332 10.481 9.642 9.008 
ロ 71華新 5.034 4.792 4.750 4.790 4.832 4.750 4.663 6.320 5.718 4.335 

〈県小計〉 11. 885 11. 230 11.100 11.186 13.337 14.450 13.995 16.801 15.360 13.343 
。南匿県 ~8 周西 5.242 4.633 4.861 5.234 5.013 5.346 5.528 5.000 4.818 

〈県小計〉 5.242 4.633 4.861 5.234 5.013 5.346 5.528 5.000 4.818 。
上海市合計 183.285 182.040 185.493 190.929 201.497 225.268 185.220 173.947 160.181 130.314 
0印合計 74.808 80.492 82.567 83.158 84.524 95.125 71.619 59.903 57.079 47.051 
。印合計 106.527 100.164 101. 832 106.585 115.744 128.827 112.458 112.956 102.002 82.175 

| ム印合計 1.950 1.384 1.094 1， 186 1，229 1， 316 1.143 1.088 1.100 1.088 

資料: r上海市議菜公司」統計資料による。
注:1) 0印は近郊純野菜生産地域で、。印は中・近郊他農作物と混作地域で、ム印は遠郊地域である。

2) 15畝は 1haである。
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表 2-3 上海市における野菜周年産地の累年出荷数量(県・郷別、 1964'"'-'1992年)
王手111 n全日

注 県名 |番4 郷名 1964 1970 1975 1979 1981 1982 1985 1990 1991 1992 
上海県 11新沼 91.66 104.60 101. 66 120.29 113.56 170.13 85.86 82.60 64.60 48.00 

L@LJ園狂区) 21馨漕 27.75 44.40 38.49 45.44 43.45 76.92 31. 98 55.00 45.40 27.33 
。 31紀王 33.76 34.60 25.57 42.40 31. 78 50.26 22.98 37.80 30.80 17.47 
b. 41諸種 15.08 16.90 12.83 17.26 13.66 17.66 5.56 7.00 2.00 0.77 

5 1虹揖 130.45 163.80 143.50 169.88 158.13 236.56 154.92 141.00 115.60 76.55 
。 6七宝 30.88 41. 70 34.48 48.75 45.83 85.41 66.52 111.20 85.40 49.82 
。 71梅階 16.26 79.50 62.98 78.35 60.37 103.60 89.57 107.00 83.80 47.22 
。 81龍華 35.75 41. 70 37.29 36.27 31. 74 45.31 19.99 15.00 10.60 6.09 
。 9三林 71.56 77.20 71.98 97.70 66.30 107.51 61.45 . 80.00 55.40 28.01 

〈県小計〉 453 604 529 656 565 893 539 637 494 301 
事官官県 10 |長征 165.77 191. 70 167.72 175.91 143.81 199.46 92.44 65.20 54.40 43.63 

Id (嘉定区)11 |江福 76.84 75.80 68.83 96.13 98.90 143.14 127.52 141. 20 113.00 117..74 
1<6 12 |桃浦 64.04 65.70 69.08 83.46 66.14 116.92 65.08 59.80 43.20 37.88 
1<6 13 |黄渡 96.30 89.70 73.04 110.09 79.04 114.92 450.90 67.20 33.60 51.86 
1<6 14 |封浜 31.22 32.90 27.38 39.23 33.72 54.91 28.27 52.80 40.20 43.71 

〈県小計〉 434 456 406 505 422 629 764 386 284 295 
|亡宝山県 15 l芭浦 108.61 106.20 104.48 101.27 72.53 99.09 54.79 44.00 38.20 42.59 
l@j (宝山区)16 li工湾 71. 98 76.00 71.54 84.94 66.34 93.87 56.15 42.00 36.20 33.42 
。 17 |大場 56.73 65.80 61.21 73.40 65.55 99.83 69.82 97.40 84.40 85.57 

18 |廟行 38.94 40.70 49.32 55.66 51.87 100.77 73.09 65.40 50.00 52.48 
1<6 19 五角場 38.40 44.31 44.91 26.42 40.19 27.75 13.80 11.60 14.74 

〈県小計〉 276 327 331 360 283 434 282 263 220 229 
IdJlli少県 包o|楊思 58.21 65.90 56.90 66.87 49.24 74.73 50.92 50.00 39.40 43.85 
Id (浦東区}包l六里 54.30 62.70 51.41 62.44 41. 99 63.87 50.27 55.20 50.80 28.07 
Ir 包2|厳栂 65.29 72.80 56.93 73.23 46.17 71.37 44.04 44.40 40.60 27.02 
。 123 |洋淫 50.07 67.10 58.07 71.27 41.50 75.07 65.16 80.00 63.80 41.50 
1<6 ~4 l花木 50.85 58.30 50.76 64.91 40.76 74.69 57.88 85.80 82.80 76.83 
1<6 ~5 北禁 45.59 54.90 46.52 70.68 46.29 73.19 56.39 73.60 61.40 38.33 

〈県小計〉 324 382 321 409 266 433 325 389 339 256 
。青浦県 包6|白鶴 75.58 78.30 56.73 84.96 62.22 95.06 55.39 67.20 38.00 47.98 
。 包7|華新 49.54 49.00 35.73 50.69 47.94 59.16 31.63 48.20 33.40 43.13 

〈県小計〉 125 127 92 136 110 154 87 115 71 91 
口南匪県 128 |周西 46.96 41.90 35.99 62.81 49.07 81. 99 60.50 28.20 19.40 

〈県小計〉 47 42 36 63 49 82 61 28 19 。
上海市合計 1.660 1.938 1. 715 2.129 1.694 2.626 2.057 1. 818 1.428 1.172 
0印合計 790 884 801 922 776 1.159 734 689 567 480 
。印合計 855 1.037 901 1.190 904 1.449 1. 317 1.122 859 691 
ム印合計 15.08 16.90 12.83 17.26 13.66 17.66 5.56 7.00 2.00 0.77 

資料: r上海市議菜公司」統計資料による。
注:1) 0印は近郊純野菜生産地域で、。印は中・近郊他農作物と混作地域で、ム印は速郊地域である。

2) 1担は 50キロである。

県の県役所の所在する町人口の野菜消費と、

14の国営農場の中に含まれる 2次産業、 3次

産業等に属する世帯買の野菜消費を供給する

ための産地である。

それら 4つのパターンの産地は、それぞれ

異なる性格と役割をもちながら、相互に補完

し、総体として上海市における「域内生産・

域内供給」の体制を実現してきたのである。

第 2節 統制的青果物流通システムの形成

前述したように上海市における野菜の生産

・出荷体制は、農家分散化、農村合作イじ、人民

公社イじの3つの段階を経て展開してきたが、

上海市における野菜の流通体制もそれとの関

連において形成され、再編されてきたことは

いうまでもない。

上海市における野菜の流通体制の沿革は概

ね第 1の域内供給の向上期、第 2の域内自給

自足期、第3の域外供給増加期の 3つの時期

に区分されるが、それら各時期における域内

野菜の耕作面積と出荷数量の変イじを示したの
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が図2-3である。このように第 1期として から非公開であった。

区分される野菜流通の特徴は、合作商業、私 域内自給を基本とするこのような野菜流通

営商業、個人商人、農民自販等による共同経 ・供給体系は、当時においては低価格供給の

営などが見られたことである。 実現、基本需要の確保、域内産地の育成等の

第2期における野菜流通の基本的特徴は、 役割を担うものとして位置づけられた。しか

国営商業「上海市読菜公司」の独占的な経営 し、計画経済体制のもとで生み出されたこう

に見ることができる。その機能は、郊外生産 した野菜の流通、供給体系は、高度な統制管

隊で生産された野菜は「上海市読菜公司」の 理下に置かれたため、生産のノルマ性、流通

買付機構がその全量を買付け、それを国営・ の閉鎖性、消費の無選択性を伴うこととなっ

集団有小売商業に統一的に供給し、それを通 た。農民の生産活動は決められた生産指標に

じて市行政の定める統一価格で一般市民に販 縛られるため生産意欲は低下し、流通は域内

売することとなったのである。このような集 自給が原則であるから域外の野菜の流入は最

図 2-3 上海市における野菜流通制度の沿革と

周年産地の歴年動態 (1949'"1992) 
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資 料 : 上海市議菜公司の統計資料により筆者作成。

権的な野菜流通体制は、前後30年間以上も続

けられた。

第3期の野菜流通の特徴は、 「計画化と市

場化結合」の試行を経過してその基本が全面

的な市場の自由イじを実施することである。

計画経済体制下の上海市における野菜の流

通体系の特徴は、次のような点を指摘するこ

とができる。①集出荷は指定された市場に産

地が搬入、②取引方法は計画生産・全量買付

.定量配給の方法が実施され、③価格は公定、

④分荷では指定を受けた国営・集団有小売商

業機構と、企業・学校等の大口需要者しか市

場に入場できず、⑤情報は行政計画の必要性

小限に留まった。また、消費面では菜市場の

供給する品目と量によってその内容が決定さ

れたため、消費選択の自由度は制限され、結

果的には消費者の不満を高まった。

次に、計画経済体制下の上海市における野

菜流通を担ってきた国営機構「上海市読菜公

司Jをみよう。図2-4が示されるように、

野菜の卸売流通を担う部門としては「上海市

議菜公司」の下部組織である24の読菜収購批

発ステーションと呼ばれていた、現在は副食

品交易市場と呼ばれる卸売市場である。

「上海市議菜公司」を経由する野菜の流通

経路は図2-5の通りである。それによれば、
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地場産野菜のほとんどは22の地方(市)級市

場を経由しおり、域外と域内遠郊産野菜は広

域級の2市場をそれぞれ経由して小売市場等

に流れていることが分かる。計画経済期の上

海市における野菜流通は、このような「上海

市読菜公司」による統制のもとで、極めて単

純な形態と機能を特徴とするものである。

図2-4 上海市競菜公司の組織

上海市議菜公司本音S

各部門

① 弁公室(秘書室)

② 業務科
③財務管 理科
④ 包装市容科2】

⑤ 人事科

⑥ 行政科

⑦ 加工科(4ケ所加工

工場の業務

管理)

資料:1994、1995年上海市議菜公司に対する調査と提供資

料により作成。

注:1) 1995年8月現在、「上海市議菜公司」が開設する

卸売市場は 21市場まで減少した。
2)④包装市容科は、商品荷造りと衛生・秩序を管

理する都門である。

第3章市場経済形成期の上海市における

青果物生産・出荷体制の変容

第1節 分権化による集権的農業生産体制

の解体と「双層経営」体制の形成

人民公社の成立20周年にあたる1978年の12
月に開催された中国共産党第11期3中総会に

おいて、農村における技術と生産力水準の現

状に照応した労働組織を再編することを目指

して農業政策の決定的な転換を行う決定をし

た。これらの農政改革の進行過程は、分権化

過程と市場イじ過程に区分される。

分権イじの中心は、人民公社の集団的農業経

図2-5 上海市議菜公司を経由する野菜の流通

し竺土|

広域涜通卸売市場

南市場と北市場の 2市場

(各 l分市場がある)

資料・ 1994、1995年よ海市議菜公司に対する聞取り調査と提供資料

により作成。
注 1) r菜市場」と集市貿易市場数は「上海統計年鑑J1992年

による。
2) 1995年B月現在、「上海市議菜公司」が開設する卸売市場

は 21市場まで減少した。

営を解体して「生産請負制」を導入し、農民

の責任意識と生産意欲を向上させることであ

る。分権化の方法としての「生産請負制」の

具体的な内容は、地域によって異なり、その

主要な形態は表3-1のように区分される。

この表で分かるように「生産請負制」の基本

的な区分は「生産請負制」が生産量に連動す

るか否かに基づいている。 1983年末には「家

庭聯産承包制J (家庭生産背負制)は中国全

域に展開し、生産隊数の98.3%にまで普及し、

こうして中国農村は全面的に家族経営の形態

へと移行した 6)。

この間、人民公社の「政社分開」も同時に

行われた。人民公社は完全に解体し、新たに

郷、村、組のシステムが構築された。図 3-1

が示されるように、新しく構築された農村組

織の最大の特徴は、党、政、経の三体合ーの

組織体制が組織的に分離したこと、および郷、

村、組(隊)の三級組織所有制が維持された

ことである。このような分権措置によって農

村の経済組織と農家は、初めて自らの責任に

おいて経営に参加する生産組織体制が確立し

たのである。

中国には総耕地面積が約 1億万haで、あり、
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農業世帯は約2億戸である。家族経営の復活

によって、 1戸当りの耕地配当面積はわずか

0.5haとなり、膨大な数の超零細農家経営を創

出するという結果をもたらした。

この超零細な農家経営への再編が、一時農

民の生産意欲の向上に役割があったが、ある

時期においては農業生産力にとって阻害要因

のーっとなった。従ってそこでは、経営規模

表 3-1 農業生産請負制の諸形態

(1)各段階の作業背負、定額

生産量に連動しなし1 報酬(小段包工、定額計酬)

請負制(不聯系産量 I(2)通年にわたる作業背負

的責任制) I (常年包工)

(3)専業的請負制・生産量に

連動する報酬(専業承

包・聯産計酬)

(4)グループによる生産請

負制(包産到組)

(5)農家による生産諮負制

(包産到戸)

(6)労働力による生産請負

制(包産到労)

生産量に連動する請

負制(聯系産量的責

任制)

資料:r現代中国農業の構造変貌」宮島昭二郎編集

1993年による。原資料は丁舟「農業生産責

任制的各種形式Jl981年。

図3-1改革後の郷、村、組三級農村組織の構造
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資料:1992、1994、1995年虹橘郷、長f正郷等の聞き取り調査により作成。

注-一線は上下関 係、 一一線は直接指導
ー一ー線は間接指導 …一 線は監督指導を示す。

の拡大を基本とする農業構造の再構築が改め

て重要課題として提起されることになった。

1980年代の末に、孤立・分散状態にある個別

農家経済の新たな集団佑・組織イじを含む双層

経営体制の模索が中国農村で行われていた。

双層経営体制というのは、分散した個別農

家経営群と、集団イじされた統一経営からなる

重層的な経営体制を意味する 7)。このような

農業組織率は中国の東部地域、中部地域、西

部地域の順に低くなる。また組織率は、生産

力水準が高く、集団所有の固定資本財が多い

経済組織体ほど高くなる傾向を示している。

第2節市場経済の導入と青果物の生産・

出荷の制度的変貌

全国的な農家生産背負制改革の過程におい

て、上海市近郊農村の野菜産地は、①長年の

固定資本財、生産施設に対する資本投入が多

く、また資金積み立ても高額であり、これら

の集団所有財産の維持と保護のため、②野菜

は連作障害が発生しやすいため、ブロック・

ローテーションを行わねばならないが、個別

農家に農地を配分すると輪作が不都合となり

のため、③郷鎮企業での就業機会が多く、所

得水準が高いので、農地を各戸に配分するこ

とに対する農家自らの要求が少ないため、④

農業労働力の高齢化が進み、グループ生産で

労働力の相互補完を行う必要が生じているこ

と等の原因で、 「統一経営、生産量・値に連

動するグループ(あるいは各農家)生産請負

制」へ移行することによって集団生産が継続

されることとなる。

しかし、近年の上海市における経済発展と

地域開発の進展は、近郊野菜産地の生産組織

体の分化を推し進めた。各組織は技術水準、

施設設備、組織管理能力といった集団組織の

経済力規定要因に格差を生じるようになり、

単一の「生産請負制」は多様な分化を遂げる

ようになった。その結果、上海市における野

菜産地には今では次のような4形態の「生産

請負制」が形成されている。

第 1は、集団で生産・経営する「二頭統、中

間包」という請負制である。具体的には、生産

の初期段階の播種、元肥施肥などと、生産の

最後段階である出荷・販売などの作業は生産

隊単位で行う。生産の中間段階にあたる追肥、

中耕、除草などの管理は個人あるいは小グル

ープによって請負うという方式である。この

ような集団生産請負制は、上海市近郊野菜産
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地における「生産請負制」の原点でもあるが、

現在でも基本的な「生産請負制Jの形態とし

て存続している。集団で生産・経営する「二

頭統、中間包」の方式は、農業に対する資金

投入の保証、施設栽培の導入、労働力の合理

的な配分、技術水準の向上などには有効であ

る。しかし、個人生産者の利益とのつながり

は間接的で希薄となるため、生産過程での浪

費、コスト高などのマイナスの面も少なくな

い。

第2は、単数あるいは複数の基幹的な生産

農家による適正規模の経営請負制(r大戸承

包」あるいは「聯戸承包J)である。この「大

戸承包」の特徴は、適正規模経営の実現によ

り、すでに整備された施設と設備などを引続

き効率的に利用することができるという利点

はあるが、一面では施設園芸などの生産財に

対する投入が資金力によって制約されるとい

う欠点がある。

第3は、個別農家による請負家族経営(分

田到戸、家族経営)である。この方式は、生

産力水準が低い地域、あるいは集団管理能力

の弱い生産組織体にとってはふさわしいとい

われている。しかし、このような家族経営は

近代的な生産設備を利用する上で障害を生じ

やすい。そして、能率的な規模経営が困難な

上に、災害防止能力も弱いなどの欠陥が存在

している。

第4は、 「統一頭、放一頭」の請負制であ

る。これは上海市の野菜生産・流通が基本的

に自由イじされた後(1991年末)、 「二頭統、

中間統」という請負制から分離した方式であ

る。具体的には生産初期段階の播種、元肥施

肥と、生産中間段階の追肥、中耕、除草など

の管理は集団で行うが、生産最終段階の出荷

.販売は生産者個人の責任で行うというもの

である。これは市場経済の導入と相まって生

み出された方式でもある。

以上のように、多様な「生産請負制」の実

行により、農民は、市場の需要状、況に見合っ

た生産活動を行い、生産経営活動は市場メカ

ニズムの支配下で展開されるようになった。

「生産請負制」の実施に伴い、野菜の出荷

と流通も変わった。まずは、生産者による市

場の需要状況に基づく自由な生産と出荷・販

売がほぼ実現した。卸売においては、生産者

は「上海市議菜公司」以外の民営市場への開

放により、販売価格も市場の需給状況に応じ

て相対で決定されるようになった。また小売

段階においても、生産者は自由化された小売

市場で自由に販売する権利が認められるとい

った変イじが生じた。

第3節末端生産組織(南巷生産隊)の野

莱生産と出荷・販売動向

1970年代末の集市貿易市場の復活、または

1990年代前半における野菜生産・流通の市場

イじへの転換が進行するなかで、野菜周年産地

はどのように対応してきたかを長征郷曹楊村

南巷生産隊(村民小組)を事例に明らかにす

る。

長征郷の農業は野菜生産と養豚、養鶏等の

副業から構成されている。また市中心部に近

いので、下請け郷鎮企業が発達し、最近では

農地の駐車場、倉庫業等サービス業への転用

が目立ち、野菜畑は急激に減少している。1994

年には107haまで減少し、 1964年の11%を残す

のみとなっている。

南巷生産隊(村民小組)は、長征郷の10の

村民委員会(村)の lつである曹楊村に立地

し、都市開発が急ピッチで進行している農村

都市化区域に残存している、かつての市級レ

ベルの野菜保護産地の 1つである。およそ40

人で、約4haの農地で野菜を栽培している。

1978年の「改革開放」政策を契機として、

南巷生産隊は1980年代初期に、集団経営と配

分方式を継続した「二頭統、中間包」という

「統一経営による生産請負制」に移行した。

野菜出荷の「市場化」と「二頭統、中間

包」の生産請負制の実施により、以前の生産

体制が解体され、生産組織は郷、村、組を単

位とする新たな組織に再編成された。その結

果、野菜の末端生産組織の機構と機能は変貌

し、そこでは生産隊内に出荷・販売員が新設

されたことが最大の特徴となる。

南巷生産隊の経営は、野菜以外に加工工業

(ボイラー組立)、倉庫リース業(養鶏、養豚
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場を改造した倉庫)等があり、年間収入(1994

年の年間粗収入は2，316，638元)の大半はこれ

らの部門に依存し、野菜収入(1994年の年間粗

収入は316，638元)よりはるかに高い水準にあ

り、野菜生産の労働力確保はますます困難に

なりつつある。

都市開発が進み、農地転用が激しい近郊野

菜産地においては、 「生産請負制」そのもの

を現実の経済環境に適合しうる形態に改善し

ていく努力が要請されているのであるが、そ

のことはまた、近郊産地における生産・出荷

の形態をますます多様化させる要因ともなっ

ている。

第4章市場経済形成期の上海市における

青果物流通体制の再編

第l節 青果物流通の直接統制制度の廃止

と市場流通の基本動向

市場経済導入に伴う農産物流通の改革は、

1970年代末の集市貿易市場(自由市場)の復

活から開始されたが、上海市における野菜の

流通制度の改革については、域外産地の野菜

を市域内の各市場に自由に流入させることに

よって地域閉鎖性を打破し、広域的な流通の

実現によって生鮮食料品の供給安定と消費者

ニーズの多様性に対応することを目標した。

この政策転換によって自由な市場流通が展開

するようになり、野菜の流通分野には固有・

集団有、第3セクタ一、民営といった各種経

済主体が参入し、競争原理のもとで流通の活

性イじが促進された。

このように集市貿易市場での販売比率が高

まるにつれて、人民公社の制度下で生み出さ

れた硬直的な農産物流通システムが解体され

た。農産物流通統制の解除に伴い、上海市で

は生鮮食料品の小売段階における市場化が進

展したが、その概要は表4-1のごとくであ

る。集市貿易市場数が増加し、取扱高の急増

傾向が見られる。

さらに、生鮮食料品の小売総数量に占める

集市貿易市場の比率について見れば表4-2

のようである。野菜のような生鮮食料品の流

表4-1 上海市における集市貿易
市場の主要指標

項目 1980年 1985年 1990年

集市個数 343 401 393 

l、市内 64 104 152 

2、郊外 278 297 241 

取扱高 11，903 57，151 238，660 
(万元)

野菜取扱 110，281 188，958 525，897 
量 (t)

資料 r上海市統計年鑑J1992年による。

1991年

392 

145 

247 

290，275 

550，948 

通は、改革により集市貿易市場による自由な

流通がすでに主要な流通ルートとなっている

ことを物語っている。

現在、上海市における卸売段階と小売段階

の青果物流通経路の概要は図4-1のごとく

である。野菜の流通は公設市場を経由するも

のの他に、 「第3セクター市場」を経由する

ものがあり、さらに民営市場を経由するもの

がある。

市場の自由化の進展につれて、上海市の域

内郊外に立地する園芸産地を供給基地とする

野菜の流通体系は次第に解体し、代わりに中

国全土にわたる広範囲の園芸産地と結合する

生鮮食料品の広域流通体系が漸次形成されつ

つある。関係市の機関によると、 1994年に域

外から市内卸売市場に流入した外省産の「客

菜J(上海市は、外省から出荷した野菜を「客

菜」と呼ばれている)数量は、上海市野菜総消

費量のおよそ 3分の lに当たる45万トンに達

している。

第2節青果物卸売市場の再編動向

1.卸売市場の機能的変革

計画経済体制下において、上海市の野菜卸

売業務はすべて「上海市議菜公司Jの下部組

織「鵡菜収購批発ステーション」と呼ばれる

卸売市場によって独占された。

これらの国営卸売市場は経営と管理が未分

離で、市場としての集分荷営業活動はほとん
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表 4-2 上海市における主要生鮮食料品の小売総数量と集市貿易市場占める数量

売 総 数 量 集 市貿易市場の小売数量

年度

(豚万肉トン) 家(万合羽類) I( 万!1~トン)水(万産トン品) (野万菜トン1 豚(トン肉) 
家禽類 !1~ 水産品 野菜
(トン) (トン) (トン) (トン)

1978 18.47 945.00 2.84 16.80 115.30 

791 23.26 1. 485. 00 4.87 18.37 103.85 
801 25.04 1. 195.00 5. 76 18.27 99.25 2，848 ( 1. 1 ) 2.589 2， 129 ( 3.7 ) 17，937 ( 9.8 110，281 (11. 1 ) 

811 27.88 1. 216.00 5.65 17.80 106.53 
821 26.66 1. 805. 00 6.30 17.20 117.20 

831 28.68 1.901.00 6.21 17.68 101. 80 
841 30.39 1.856.00 9.17 20.43 108.25 
851 28.77 2.971. 00 9.75 19.64 105.04 11， 317 ( 3.9 ) 23.459 21，508 (22. 1 ) 45，398 (23. 1 ) 188，958 (18.0 ) 
861 31. 22 4.553.00 10.05 21. 49 111. 82 
日7135.59 4.485.00 10.47 18.92 114.37 

881 28.25 6.325.00 11. 89 17.43 113.60 
891 35.33 5.917.00 13.76 20.12 117.03 

901 33.60 5.039.00 11. 51 20.64 119.21 32>777 ( 9.日 35.658 6，803 ( 5.9 106，886 (51. 8 525， 897 (44. 1 ) 
911 34.12 5.621. 00 12.16 20.02 111. 85 45，752 (13.4 ) 40.673 8，625 ( 7. 1 ) 115，350 (57.6 ) 550，948 (49. 3 ) 

資料 r上海統計年鑑J1992年版による。

注 1)()内の数値は、小売総数量に占める集市貿易市場の割合(%)を示す。

なお、家禽については両者の数量単位が異なるため構成比は算出していない。

2) rー」はデータがないことを示す。

図4-1 上海市における野菜流通経路の現状(問5年)

生産 段 階 一 一 一 一 卸 売 段 階 一 一ー一小売段階 消費段階

集市貿易市場

. . . ・. • ・..........................................・ーーーー・・ーー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 ・・・.・.
・・・・・ーー・ー・・・・・・・・・・・・・.......................ー・ーーーーーーー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ーーー ーー ーー ・ー ， . 

..................・・・ー・ー・・・・・・・・・・・・・ー・ー ・・ ・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ーーーーー・ーーー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・...

資料: 現地間取り、調査資料等により作成。

注: ー一基幹的流通経路

一一ー補完的流通経路①

補完的流通経路②

ど見られず、計画生産・計画出荷された野菜

を国営・集団有「菜市場」あるいは企業など

の大口需要者が定められた数量・価格で仕入

れるという仕組みである。そのため、売買の

両者は存在しでも実質的な取引は成立せず、

計画的な配分を行う場所にすぎないといって
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よい。

野菜生産と流通の自由イじにより、農民は自

由な出荷販売が可能となったが、それと共に

取引機能、価格形成機能を備えた卸売市場と、

それを基幹とするスムーズな市場流通システ

ムの整備が望まれるようになった。国営「野

菜収購批発ステーション」は野菜市場佑のも

とで自ら性格的、機能的な改造を迫られた。

その結果、市行政は「上海市議菜公司」を企

業法人として再編し、行政管理と経営管理の

両機能を分離させ、下部組織である「野菜収

購批発ステーション」を商流と物流の両機能

をもち、集分荷、取引、価格形成、決済、情

報などの諸機能を備える近代的な卸売市場に

改造しようとする動きを示した。

1979年11月には、上海市で初めて商人が取

引に参加する卸売市場「上海市副食品交易市

場」が開設された。これにより生産者と商人

は自由に売買でき、需給関係に基づいて価格

形成のできる初歩的な卸売場所が発足した。

それ以降、 「上海市議菜公司」に所属する24

の「読菜収購批発ステーション」はすべて即

売市場として再編され、自由な野菜の流通機

構へと変容した。

2.卸売市場体系の構築

上海市の都市開発と人口の急速な集積によ

り野菜の消費市場は大きく変わりつつある。

特に上海市浦東新区の開発が国家級の開発区

として指定され、開発面積は522平方キロ引に

も達したが、それにより多くの主力野菜産地

が消滅した。

上海市の年間野菜総出荷量は、およそ145万

トンである。そのうち約100万トンは域内生産

に依存しているが、すでに45万トンは域外か

らの供給に依存しているのが現状である 9)。

このような域内野菜生産の後退は、域外から

の「客菜」の流入を加速させ、広域大量流通

型の卸売市場の新設と最適配置を含めた再編

が緊急課題となっている。

以下、今日の上海市で進行している青果物

卸売市場体系の全体的な構築の状況について

みていくことにする。

上海市における却売市場体系の全体的な構

築は次の4階層の市場群からなる。第 l階層

の市場としては、上海市全体で 4つの国家級

「中央卸売市場」の開設が計画されている 10)。

第2階層の市場としては、従来から上海市

の野菜流通を全面的に担ってきた「上海市蔵

菜公司」所属の市級卸売市場が当てられる。

これらの市場は地場流通あるいは地域的な野

菜流通の担い手として位置づけられる。

第3階層の市場は、半官半民の第3セクタ

一方式の卸売市場である。

第4階層の市場は、近郊及び中・遠郊の各所

に開設されている農民経営等の市場である。

次に現在の上海市における野菜流通におい

て、これら 4階層の市場がどのような役割を

果たしているかについてみることにする。

まずはじめに「上海市議菜公司」による野

菜流通市場の実態と、その後における「上海

市議菜公司」の内部変イじを検討する必要があ

る。 i上海市議菜公司」の内部変化を一言で

いえば、地場・地域流通機能の衰退と広域大

量流通機能の業務拡大といってよい。例えば、

1部の「郊菜J (上海市は、上海市下産地で

生産した野菜を「郊莱」と呼ばれている)専門

の地場・地域流通市場は、地元産地の衰退と

市場開放により出荷者が激減し、経営が成り

立たない状態となったため、他の用途に転用

された。また 1部の交通条件に恵まれた市場

では、 「郊菜」を主とする地元市場から広域

市場へと転換した。

一方、規模が比較的に大きく、地理的条件

にもすぐれ、設備面でも充実している広域流

通型の市場は、域外「客莱」の流入によって

取引量が増加する傾向がみられる。

以上のように、 「上海市競菜公司」所属の

卸売市場の再編方向は、統廃合、転業、新規

開設を物的基盤としながらの市場機能の強イじ

であることは明らかである。 i上海市読菜公

司」に所属する24の市場は、 1994年から断続

的に 1部の市場が廃止され、 1995年8月現在

には21市場を残している(1997年までには11
市場に整理する計画である) 11)。現在、これ

ら市場の総面積は16.7ha(250畝)で、それに

従事する職員は3，200人である。1994年の野菜

取扱量は90万トンで、上海市に対する総出荷
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量の60%を占め、その内の 3分の lに相当す

る部分は域外からの「客菜」である。

次は、第3セクタ一方式の市場の新設動向

と役割である。

上海市の野菜市場が開放されると、域外か

らの野菜が大量に流入するようになったが、

旧来の「上海市鵡菜公司」には、域外「客菜」

を取扱う広域流通市場は2カ所しかなく、そ

れへの対応が困難であった。そのような状態

のもとで、第3セクタ一方式の「上海曹安市

場」が開設された。この市場は、現在上海市

民が消費する生鮮野菜総数量の約20%がこの

市場を経由している 12)。

さらに、注目しなければならいのは中央政

府が許可、地方政府が開設する国家級中央卸

売市場の開設動きである。上海市は1994年の

10月に中央政府の圏内貿易部と農業部の支援

を得て、国家級広域大量流通市場「上海市在

橋卸売(批発)市場」が上海市人民政府の財

貿弁公室と農業委員会によって開設された。

上海市ではこのような国家級「中央卸売市場」

を4市場開設する計画が進行中である。 i中

央卸売市場」の開設は、今後の上海市の野菜

生産と流通のありかたに大きな影響を与える

ものと考えられる。

現在 (1995年)の上海市における卸売市場

の開設概要と分布状況は、表4-3のごとく

である。現在開設されている市場の基本類型

は、広域流通市場と地場・地域流通市場に区

分される。地場・地域流通市場のほとんどは

市級公設の市場である。それに対し、広域流

通市場の等級と性格は表4-3に示す通りや

や複雑な構成を示している。

以上のように上海市における青果物卸売市

場の再編においては、公設、第3セクタ一方

式、民営などの各種経済組織の積極的な参入

局面が見られ、新旧交替の複雑な様相を呈し

ているが、上海市は市場経済体制下において

健全な生鮮食料品流通体系を築きあげること

を基本的な政策目標としているので、今後は

市場流通の法的な整備、市場の合理的な開設

数と最適配置、市場の機構的、機能的な整備

などが重要課題となる。

第3節 生鮮食料品小売市場の再編動向

青果物流通の市場化によって、集権的国家

・地方自治体政府統制型の生鮮食料品分配シ

ステムは崩壊した。ぞれと共に生鮮食料品小

売市場の存在形態も大きく変イじした。現在上

海市においては①固有・集団有「菜市場」、②

集市貿易市場(自由市場)、③農民「菜市場」

など、 3つの小売市場が形成されており、これ

まで見られなかった多方式・多経路の生鮮食

料品小売流通販売体系が確立されつつある。

1994年現在、上海市における小売段階の野

菜流通状況をみると、約5，000人の固有・集団

有「菜市場」の職員が、毎日およそ400トンの

野菜を販売している。またおよそ10，000人の

域内野菜農家が、毎日約500トンの野菜を集市

貿易市場で販売している。さらにまた70，000
人以上の域内・外個人販売商人が毎日およそ

2，000トンの野菜を販売している 13)。

以上のように、野菜の小売市場は青果物流

通市場イじのもとで、国有・集団有「菜市場」

は基幹流通としての主導的地位を失った。そ

れに代わって集市貿易市場などの民間資本に

よって設立された小売市場を経由する流通が

数量面だけでなく、品質・品目の面において

も圧倒的な優位性を獲得し、野菜流通の主導

的な地位を確立しつつある。次に、現在上海

市に存在している 3つの形態の小売市場の現

状をみることしよう。

1.固有・集団有「菜市場」の変容

計画経済体制のもとで、国営・集団有「菜

市場」は生鮮食料品供給の末端小売配給機構

として存在し、小売市場をほぼ全面的に掌握

していた。しかし、集市貿易市場、農民「菜

市場」等の民営小売市場の進出と伴って、市

場聞の競争も激しくなった。固有・集団有「菜

市場」は企業としての経営機能が不備である

ため、厳しい競争を強いられることになった。

この窮地を打破するため、資金面の優位性

を持つ固有・集団有「菜市場」は総合食品ス

ーパー商場化への改造を進め、失われつつあ

る地位を取り戻そうとしている。
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表4-3 上海市議菜批発交易市場(卸売市場)の開設概要

類型等級 番号性質 市場名 開設者 経営者 住所 総面積CnO

国家級 ① 公設 上海市江備批発市場 市役所 開設者の下部ぬ構 曹安路1800号 100，000.0 

広域
市級 ② 公設 上渇市骨l食品先易市場 市議業公司 開設者の下部組織 中山南路76号 11，281.4 

涜 ③ 公設 北市交易市場 向上 同 よ 国慶路35号 10，885.0 

通市
区・郷級 ④ 第 3方式 上海瞥安市場 長i正郷 開設者 曽安路589号 34，632.0 

場 ⑤ 民営 上海草亭副食品交易市場 飽華漕渓村開設者 中山西路2366号 3，330.0 
⑥ 民営 禁日月交易市場 長征五星村開設者 北石路曹楊路 6，667.0 
⑦ 民営 繭鈴交易市場 長f正長径村開設者 嵐皐路新村路 10，000.0 

⑧ 公設 呉滋交易市場 市議菜公司 開設者の下部組織 調査浦路 780号 1，440.0 
⑨ 公設 水電交易市場 同上 同 上 水電路1684号 8，266.7 
⑩ 公設 北郊交易市場 向上 同 上 臨扮路1040 21，333.0 
⑪ 公設 大場交易市場 向上 同 上 沼太路1405号 8，925.0 
⑫ 公設 公興交易市場 向上 同 上 霊石路745号 7，666.0 

地 ⑬ 公設 光新交易市屠 同上 同 上 交置路15号 6，667.0 
場 ⑬ 公認 真如交易市場 向上 同 上 蘭渓路187号 12，877.0 

⑮ 公設 江橋交易市場 同上 同 上 曹安路8号樋 9，133.0 
地 ⑩ 公設 華江交易市場 向上 同 上 華江路999号 26，340.0 
域 ⑫ 公設 曹家渡交易市場 向上 同 上 光復西路1107号 4，596.0 
流 市級 ⑮ 公設 北新淫交易市場 向 上 同 上 北歪路207号 11，666.7 
通 ⑩ 公設 酒西交易市場 向 上 同 上 天山路124号 666.7 
市 ⑫ 公設 中山西~交易市場 向上 同 上 中山西路1551弄23号 22，453.4 
場 21 公設 七号樋交易市場 同 上 同 上 漕宝路2000号

22 公設 闘行交易市場 向 上 同 よ 漏閲路140号
23 公設 楊思交易市場 向 上 同 よ 浦東上南路3000号
24 公設 三称交易市場 同 上 同 上 浦東上南路4999号

25 公設 六里交易市場 向 上 同 上 浦東浦三路194号
26 公設 塘橋交易市場 同 上 同 上 浦東梅高路1581号
27 公設 北奈交易市.t，g 同上 同 上 浦東沼南公路1234号
28 公設 洋淫交易市場 同上 同 上 浦東淫南路 I号

29 公設 高橋交易市場 同上 同 上 浦東海高路高行路口

区・郷級 30 民営 議漕農園。産品交易市場 華漕郷 開設者 上海市北霊路1561号
31 民営 天山交易市場 新淫郷 開設者 天山路略蜜路

32 民営 大喝交易市場 大場郷 開設者 大場鎮近く

33 民営 六団交易市場 六回郷 開設者 六回鎮近く

34 民営 黄渡交易市場 黄渡郷 開設者 黄渡鎮近く

資料 r上海市議菜公司」の資料と現地調査により作成 (1995)。

注1)①は上海市人民政府財貿弁公室と農業委員会共同で開設する市場である。

2)④は長征郷と普陀区工商行政管理局共同で開援する市場である。

3)開設臼が明記されていない公設市級市場は、計画経済期においてすでに存在していた市場である。

4)⑩と⑫の両市場は、上海市野菜涜通の自由化に伴い域外 r客菜Jを主に取扱う市場に転換した。

5)⑨、⑮、 27の3市場は集荷が困難のため、 1994年に、⑨は商住兼用のピルに、⑩はミネラルウォーター

鉱泉水工場と建築材料工場に、 27は総合食品商場{小売場)にそれぞれ改造された。

6，893.4 
1，133.0 
5，133.4 
7，306.7 
9，320.0 
37，333.5 
4，400.0 
7，780.0 
2，500.0 

6，000.0 

6) 33と 34の両市喝は域内通郊の新規野菜産地で開設される市場であり、地図には所在地の方向だけが僚示されている。

備考

1994，10，1日開場、内建物面積24，00001

同じ道路90号にし10001、関矯に90001がある

同じ道路63号に別面積60201がある。

1992，7月開場

1990，9，1日開湯

開場日不明

開場日不明

本部2，345、冷蔵庫8，588、運送隊車庫5，400

2005年まで借りている

借り地

内冷蔵庫11，666.701

1992年開設



2 .集市貿易市場の展開と現状

革命後の中国では、①国営・集団有商業の

補完機能として必要のこと、②農副産物の生

産発展と多様イじによって、より一層多様な市

場の開発が必要なこと、③都市市民の生活水

準の向上につれて副食品に対する需要が高度

化したことなどの原因で、集市貿易市場を承

認した。

しかし、「文他大革命」の時期においては、

集市貿易市場は資本主義の残存要素として取

締りの対象とされた。 r改革開放」政策の打

ち出しによって、集市貿易市場は急速な回復、

発展の段階を迎える。前表4-1が示すよう

に、集市貿易市場での野菜の取扱量について、

1980年には110，281トンであるのに対し、 1991

年には550，948トンに達し、 5倍近の増加とな

っている。

3.農民「菜市場」の設立動向

上海市の経済発展に伴って、市街地が急速

に拡大し、市内と郊外の結合部に大規模な住

宅団地が形成され、市内住民の移動が進行し

ている。しかし、こうした新しい住宅地域に

生鮮食料品小売市場の遅れを背景に、周辺の

野菜生産農民経済組織が自ら野菜小売市場の

開設に着手した。現在(1994年)ではすでに

上海市街地に11の農民菜市場が開設されてい

る14)。農民「菜市場」は中間流通機構を経由

せず、新鮮な野菜・魚・肉等を供給するとい

う生産者直販の利点を活かしながら、新しい

住宅地に定着し、重要な役割を果たしている。

第5章青果物卸売市場の実態

第 1節 卸売市場の発展とその類型

1.即売市場の形成と発展

一般に卸売市場で取扱う商品は生鮮食料品

を主とする農水畜産物となっている。先進諸

国においては、規格化・標準化が進み、貯蔵

性の高い工業製品、生産資材、穀類、棉など

の取引は、通常「取引所」で行うものとなっ

ている。

しかし、中国の場合現段階では、卸売市場

で取扱う商品は生鮮食料品などの農水畜産物

以外に、工業製品、農業生産資材なども取扱

っている。それは現段階においては一定の合

理性をもっているが、経済発展にともなって

生鮮食料品を中心に取扱う卸売市場と「取引

戸庁」の 2形態へと分イじしていくものと考えら

れる。

即売市場について国際的視野から発展段階

的に考察するならば、形成期、成熟期、分イじ

期の 3つ段階を経過してきたことが分かる。

卸売市場の形成期では、卸売市場の法的整

備、管理、取引などは規範性に乏しく、市場

の設備も初歩的で、取引方法は直接相対取引

が中心であり、卸売業者と委託販売のような

機構と制度は存在しない。現在の中国におけ

る卸売市場の多くはこのような段階のものに

相当する。

卸売市場の成熟期段階では、中央卸売市場

開設とそれを中核とする流通体系の形成は、

中核市場の建値市場イじに結びっく。市場設備

は機械化され、コンビューターによる情報シ

ステムも導入される。法律制度は整備され、

市場の運営は規範他し、卸売市場の配置も合

理的に行われ、農副産物流通体制としては安

定的な状態となる。そしてこの段階の市場流

通整備は、施設の有効利用と経営の効率イじを

中心課題とするようになる。

分イじ期段階。それは農業と国民経済の発展

段階に応じて卸売市場の発展と分化の方向が

規定される。例えばアメリカの場合、農業生

産規模の拡大と大型スーパー・チエン屈の発

達によて、卸売市場の役割の 1部は、生産と

販売を統合する経営体によって担われる傾向

がみられる。その結果、大都市における卸売

市場は中心的な地位を失い、価格形成機能は

消費地卸売市場から産地市場へと移行しつつ

ある。

日本の場合、 1986年には日本における中央

卸売市場の配置計画はほぼ完了したものとさ

れ、卸売市場整備の重点は既設市場の流通効

率の向上へと移されている。取引方法は競り

売りを原則としながらも、近年来のスーパー

・チエン屈の目ざましい発展により予約型の

取引が一般イじされつつあるという重要な変化
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がみられる 15)。

2.卸売市場の類型

中国における卸売市場の開設と市場体系の

整備は主に次の 2つの方式において展開され

ている。第 1は、 「民営」または「半官半民

方式」市場の開設である。第2は、 「官営公

設」市場の開設である。卸売市場の開設と整

備が全国的に進展するのは、 1983年の中国国

務院第21号通達文書によって「大・中都市で

は漸次農副産物卸売市場を建設する」との政

策が明確にされてからのことである。全国の

農副産物卸売市場数は、 1983年にはまだ200に

すぎなかったが、 1993年には2，080市場へと急

増し、卸売市場流通体系の整備は急速に進ん

だ。

しかし、現在開設されている卸売市場の多

くは開設者、管理者、経営者などの機能分化

が未熟であり、性格が多様である上に、今日

でもなお様々な形態の市場が新しく開設され

ている。そのため卸売市場の類型化に際して

は、明確な概念の適用が困難であって、混乱

を生じやすい。以下ではこうした事情を念頭

におきながら、現段階で可能な範囲で卸売市

場の類型化を試みることにする。

第 1、市場の所在地による分類方法。例え

ば、産地に開設される市場は「産地市場」、大

.中都市等の消費地に開設される市場は「消

費地市場」、交通中枢地に開設され、集中分

散機能をもっ市場は「中継市場」とそれぞれ

分類することができる。

第2、商圏範囲による分類方法。この場合

には、全国的範囲で集分荷するを行う市場を

「広域市場」、省際範囲あるいは地区範囲の

流通を担う市場を「準広域市場」、省・市内

域に限定されている市場を「地場・地域流通

市場」とすることができる。

第3、行政管轄による分類方法。これは市

場を開設する行政体の等級を分類基準とする

ものである。例えば、 「国家級市場」、 「省

・市級市場」、 「区・郷級市場」と分類する

ことができる。

第4、所有権による分類方法。これは市場

開設者の資産所有制を分類の基準とするもの

である。現在中国において開設されている市

場は、基本的には官営公設市場、半官半民市

場、民営民設市場の 3つの類型に区分するこ

とができる。

半官半民市場の所有制は固有と民有の両者

混合所有制であるが、市場の投資者(開設者)

は地方によっで異なる。例として、上海市の

「上海曹安市場」は工商行政管理局と農民経

済組織の2者共同投資による市場であり、山

東省寿光市「寿光読莱卸売市場」は工商行政

管理局が資金を負担し、市場開設地の地主で

ある農民生産組織は土地を現物出資すること

によって開設された市場である。

民営・民設市場。この類型の市場は通常大

都市の郊外園芸産地に立地する。例えば、上

海市では都市開発によって市街伯区域が急速

に拡大しているが、その中で近郊野菜産地は

域内の中・遠郊へと移転することになる。こ

れらの新規産地における野菜出荷問題を解決

するため、地元農民組織が自発的に開設する

市場がそれである。

第2節広域流通市場の実態

上海市で開設されている卸売市場は、基本

的に国家級中央卸売市場、市級公設卸売市場、

区・郷級民営(あるいは半官半民)卸売市場

の3種類に区分できる。次は、それぞれの市

場の実態を明らかにする。

1.国家級中央卸売市場「上海市江橋批発

(卸売)市場」

(1)市場開設概況

1994年10月、上海市で初めての国家級中央

卸売市場「上海市証橋卸売市場」が開場した。

市場の青果物取引棟はオーストラリアで開発

された様式が導入された。建物の構造は 1階

建てで、建築コストが低いのが特徴の 1つで

ある。

現在 (1995年)、営業しているのは第 1期

工事によって完成した部分である O' その規模

は敷地面積100，000'nfであり、市場の最終計画

面積は300，000nf、年間取引量の設計目標は30

万トンとなっでいる。
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市場は場内モニタ一、コンビューターシス

テム、現代的な通信システム、自動消火安全

設備などの先進的ハード手段を備えた近代的

市場となることを目標としている。主要な取

引品目は野菜、果実、肉類、卵、水産物など

の生鮮食料品と加工食品および花、それに日

常生活用品と文具用品などである。

( 2 )市場の組織機構と業務分担

「上海市江橋卸売市場」は市場の管理と経

営が分離されている。市場の開設者は管理を

行い、経営活動には関与しないのが原則であ

る。市場の日常的な管理事務は取締り会から

責任を委ねられている「市場総経理(社長)

室」によって担われる。 i市場総経理室」の

下には各職能部門が設置されている。市場の

職員総数は130名であり、うち男性カS40%を占

めている。

( 3 )市場経営の担い手

中国における卸売市場のほとんどは「上海

市江橋卸売市場」と同じように、荷受け機関

である卸売業者を設置していない。市場の経

営を担う商人は農民出身の個人商人がほとん

どで、近代的な商取引機構が形成されていな

いため、荷捌きの能率がきわめて低いのが問

題である。

また、商業銀行制度整備の立ち後れもあっ

て、売買決済方式は現物即時現金支払いが基

本的な商業習慣となっている。また個人商人

は一般に信用能力が低いので、他人(機関)

に商品を委託し、販売代金を後で回収すると

いう方式には不慣れな点が多い。今後の課題

としては荷受け機関を整備することによって

能率的な取引を実現し、同時に商業的信用を

確立することが重要となる。特に国家級の卸

売市場においては、そのような近代化に先鞭

をつける義務が課されているといってよい。

(4 )市場の機能

①取引実態と特徴

市場はまだ試験的な営業段階にある。取扱

っている野菜は、域内「郊菜」と域外「客菜」

であるが、その大半は広域流通の「客菜」で

ある。青果物の取引は出荷商人と買出人との

相対取引が基本であり、価格は市場の需給関

係によって決定される。

②集荷実態と特徴

市場の取扱能力は年間30万トンと設計され

ている。野菜出荷者の多くは各種出荷組織で

ある。軟弱野菜は市場周辺の近郊産地生産隊

の集団出荷が主体となっている。民営市場で

は重要な役割を担っている農民個人商人ある

いは農民任意小集団出荷組織のような出荷者

は「上海市江橋卸売市場」でははるかに少な

い。広域流通の青果物の荷姿はほとんど裸の

ままであるが、 「郊菓」の出荷には軟弱野菜

が多いため、プラスチック製のコンテナが使

用されている。

③分荷実態と特徴

市場の買出人は個人の小売販売商人と野菜

小売市場、それに工場、学校のような大口需

要者である。野菜総入荷量の半分は個人販売

商人、残りの半分は大口需要者に販売されて

いる。

( 5 )市場の地位と問題

すでに述べた通り、上海市には年間30万ト

ンの国家級中央卸売市場を 4市場開設する計

画が立てられている。市域範囲内でのこのよ

うな中央卸売市場配置によって、1，300万人を

擁する大都市の生鮮食料品流通を潤滑に行う

ことが基本目標である。しかし、 「上海市、江

橋卸売市場」における開場10ヶ月の取扱営業

実績が、5.8万トンに留まっている事実を見れ

ば、今後当該市場が中枢的な流通拠点として

の目標を達成することは厳しいものと受付止

められる。その原因は複雑な要素からなって

いるが、その一つは市場の乱立状態を指摘す

ることができる。したがって上海市の今後の

市場整備においては、市場類型に応じた役割

分担を念頭におきながら、市場の合理的配置

を実現することが重要となる。

2.市級公設市場「上海市副食品交易市

場」と「北交易市場」

現在、上海市では年間およそ145万トンの野

菜が出荷されているが、そのほとんどは市場
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流通であり、 1994年には約60%に相当する90

万トンの野菜が「上海市菰菜公司」所属の市

級国有卸売市場を経由している 16)。

「上海市副食品交易市場」と「北交易市場」

は上海市菰菜公司に所属する24市場の中で規

模が最も大きく、主に域外産青果物と少量の

域内産青果物を取扱う広域流通卸売市場であ

る。この 2市場は歴史も古く、卸売市場とし

て備えるべき基本的な諸機能も他市場と比べ

れば相対的によく整備されており、上海市野

菜流通の中核的市場として位置づけられてい

る。以下ではこの2市場の実態解明を行うこ

とにする。

(1)市場開設の経緯と概況

これら 2市場の前身は1930年に成立した問

屋集合市場としての「中央市場」まで遡るこ

とができる。中国革命後、 1956年 1月に成立

した国営「上海市議菜公司」に再編された。

( 2 )市場の組織機構と業務分担

「上海市副食品交易市場」は職員数433名で、

「北交易市場」は280名である。「上海市副食

品吏易市場」の組織機構は図 5-1の通りで

ある。 i上海市副食品交易市場」には交易庁

(室内加工食品売場)という部課組織が設立

されている。これは他の小規模市場にはあま

り例をみない特徴の一つである。

( 3 )市場の機能

①取引方式と価格形成

「上海市副食品交易市場」と「北交易市場」

での物流と決済システムは図 5-2の通りで

ある。取引は農産物の売手と買手が取引の公

平を監督する市場職員の介入の中で行う。取

引にあたっての価格決定は、市場の需給関係

を反映する仕組みとなっているが、政府は市

場の取引を円滑に運営し、消費者の利益を保

護するため最高制限価格を決めている。

上海市における卸売市場の価格形成には価

格差が生じるが、それは「季節の差」、 「市

場開の差」、 「時間の差」の3っから形成さ

れている。そのなかで季節による価格差が最

も大きい。

②集荷実態と特徴

表 5-1が示されるように「上海市副食品

交易市場」での取扱量は、野菜流通の自由イじ

がはじまる80年代の中期から、野菜流通が基

本的に自由化される1990年代初期にかけて、

域外産の広域流通の r客菜」の取扱量が増加

し、またそれによって市場総取扱数量が増加

傾向を辿ってきたことが明らかである。 1993

年と1986年を比較すると、取扱数量は148%、

取引金額は144%、取扱品目は63品目の増加と

図5-1 r上海市副食品交易市場J(十六舗南市場)の組織機構図

し一行政・管理部門_j L一一営業・サービス部門一一一」

資料: 1992、1994年の現地調査により作成。

注: 1) は関連業者、サービス業を管理する部門である。
2) は加工食品を取り扱う商場である。
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図5-2 I上海市副食品交易市場」と「北交易市場」の
物流、管理諸費と決済のシステム

産地 副食品交易市場

品目・数量・出荷者
名の登録を終えて

有料倉庫に入る

買出入

国有・集団・個人

小売商、大口需

要者

取引の手順:

①相対取引市場職員は監督

②市場職員が伝票作り

③決済部門を経由して決済
④市場利用諸費の徴収

⑤搬出票による織出の許可

出荷者から管理費の徴収

(取引金額の

野菜は 6% 買出人から市場利用料徴収

果実は 5%) (購入金額の 2%)

資料 1994、1995年の現地調査により作成。

注: 一一 物の流れ
管理費の徴収
利用料の徴収

-- 取引決済手順

なっている。取扱数量の構成は野菜60%、果

物40%である。

出荷方式は蜜柑を例に、主に次の 3つが上

げられる。第 1は自産自販方式である。第 2

は産地の供錯合作社を経由して出荷する方式

である。第3は産地商人、長距離販売商人な

ど商人系の出荷である。

「上海市副食品交易市場」と「北交易市場」

の集荷圏は、チベットと台湾以外の29の省、
市、自治区の全てが集荷圏に編入されている。

③分荷実態と特徴

表 5-1 改革開放後上海市副食品交易

市場(本場)の取扱い状況

野菜・果物

年次 取扱数量 取扱金額 取扱品 入場者数
(万 t) (万元) 回数

1986 5.4 ( 100 ) 8， 100 ( 100 ) 107 
1987 5.5 ( 102 ) 10，000 ( 123 ) 110 
1988 7.4 ( 137 ) 9，300 ( 115 ) 92 
1989 5.3 ( 98) 7，000 ( 86) 164 
1990 5.2 ( 96) 6，000 ( 74) 100 
1991 6.7 ( 124 ) 7， 300 ( 90) 110 
1992 7.0 ( 130 ) 8，300 ( 102 ) 130 
1993 8.0 ( 148 ) 11， 700 ( 144 ) 170 
資料: 現地聞取り調査により作成。

注) 1989年と 1990年の取引量の減少は市場

の工事のため。

(日)

2，000 
2，100 
1，800 
700 

1，100 
1，800 
2，000 
2，300 

「上海市副食品交易市場」の入場者数は毎

日およそ2，300人(表 5-1)であり、そのう

ち9割が買出人である。買出人の構成は、小

売個人商人、固有・集団有「菜市場」、それ

に企業、学校などの大口需要者からなってい

るが、人数では小売個人商人が最も多い。

(4 )市場経営の担い手

「改革開放」によって復活した個人商人は、

農産物流通領域に進出し、野菜市場の経営活

性イじに重要な役割を果たしている。それら個

人商人の構成内容についてみると次のようで

ある。

lは農民商人であり、 2は知識青年商人で

あり、 3は会社を辞職した商人であり、 4は各

種経済組織と団体商人であることがわかる。

( 5 )市場徴収の諸費

市場は建物と各種施設を整備し管理する。

そして上海市物価局と工商行政管理局が定め

た基準によって、入場者から市場の利用料、取

引手数料および管理費を徴収する。それによ

って市場の運営と職員の賃金などを賄った。
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( 6)市場経営と管理の特徴

①市場経営の特徴

「上海市副食品交易市場」と「北交易市場」

の経営と管理は共通点が多い。市場側は開設

者であると同時に一部の営業業務も兼ねてお

り、行政的管理監督と経済的経営活動が未分

離の状態である。

経営活動の方式は出荷者のための「代理販

売」が基本となっている。それ以外にも、市

場が買付集荷する「自己営業」と、他の企業

と連合して集荷する「聯合経営」が行われて

いる。現状では、 8割が「代理販売」、 「自

己営業」と「聯合経営」はそれぞれ約 1割つ

づを占めている。「自己営業」と「聯合経営J

は市行政が低価格で安定的に野菜供給を行う

ためのマクロ的なコントロール政策の一環で

あるから、最低保護価格の補償対象となって

いる。 i代理販売」は完全な商人の自由経営

である。その経済的リスクは商人の自己責任

にかかっている。

②管理の特徴

両市場の管理方式は民営卸売市場とは異な

り、 「伝統閉鎖型J (伝統封閉型)といわれ

る集中的な管理方式が採用されている。「伝統

閉鎖型」管理方式の要点は次の通りである。

1、入荷物品の置き場所が指定される。 2、

計量・伝票作りなどの取引手続きは市場職員

によって代行される。 3、売上代金の支払い

は市場の決済機構を経由し、同時に市場諸経

費の徴集を行う。 4、搬出票によって荷物の

搬出を許可する。

if:云統閉鎖型」管理方式は、青果物流通の

制度的な不備と市場取引秩序の未確立な状態

のもとでは市場取引の秩序を安定させ、市場

の信用を確保する上において一定の役割を果

していると考えられる。

3.区・郷級半官半民市場「上海曹安市

場」

(1)市場開設概況

上海市普陀区長征鎮の農民経済組織と行政

機構である上海市普陀区工商行政管理局は、

1992年7月に共同出資による「上海曹安市場」

を開場した。市場の収益は投資額の比例配分

とし、長征郷は65%、普陀区は35%の配当を

受けることになっている。

現在、市場を経由する野菜は日平均500トン

以上、年間約20万トンであり、上海市民が消

費する生鮮野菜の約2割を占めている。上海

市内の3つの青果物建値市場の 1っとして重

要な役割を担っている。

( 2 )取引品目と集荷先の状況

市場で取扱う農産物は青果物、穀物類、肉

類、加工食品などであるが、主力部門は青果

物である。主要野菜品目は毎日約20品目を取

扱っている。青果物の約8割は域外産品であ

り、集荷先は全国初余の省、市、自治区に及

んでいる。

野菜に次いで重要な部門は穀物である。な

かでもその中心品目は米であるが、そのほか

の品目としてはトウモロコシ、小麦、大豆、小

豆、緑豆などの雑穀とE類が取り扱われてい

る。なお、穀物類の取扱量は日量約200トンで

ある。

( 3 )市場取引の形態

集荷形態に次いてみれば、個人商人と商人

出荷組織による出荷が全体の約50%、域内生

産者個人と生産者組織による出荷が約30%、
域外生産者個人と生産者組織による出荷が約

20%をそれぞれ占めている。

販売方法と販売先に次いてみれば、他の市

場と同じように、基本的には出荷者と買出入

との 1対1の相対取引がほとんどである。価

格は市場の需給関係によって決まり、市場当

局は主要品目の前日取引価格を公表するだけ

である。販売先は個人小売商人が中心である

が、また少量ではあるとはいえ、市場聞の転

送も見られる。

(4 )市場経営と管理の特徴

「上海曹安市場」の管理機構は経営活動も

兼ねている。管理は「上海市競菜公司」所属

の市場と異なり、自由な「対手型交易Jの方

法で行われている。 i対手型交易」管理方式

による取引の流れは図5-3に示す通りであ

る。
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図5-3 ["上海曹安市場jの「対手型交易」
取引の流れ

上海曹安市場

①搬入量見積、取引手数料徴収

②倉庫利用料等の徴収

③相対取引、市場介入せず

④代金直接支払い

⑤自由な搬出

資料:1994、1995年の現地調査により作成。

このような市場運営によって人件費や、取

引手数料を軽減し、市場の合理イじが図られて

いる。しかし、他面ではこのような「対手型

交易」管理方式は、非常に粗放で取引秩序を

保ちにくいという側面も否定できない。現在

中国において民間資本、あるいは半官半民資

本によって開設されている卸売市場の多くは

このタイプである。

第3節 地場・地域流通市場の実態

地場・地域流通市場の類型は基本的に「上

海市議菜公司」が所属する公設市場と、産地

農民組織等によって民設する民営市場の2種

類に区別できる。 i上海市議莱公司」の地場

・地域流通市場は、総体として衰退過程にあ

り、それらの市場は相次いで転業し始め、あ

るいは広域流通市場へと転換している。これ

らは前にもすでに述べたが、ここでは省略す

る。そこでは、農民が開設し運営する区・郷

級市場の実態をみていく。

1.区・郷級民営市場「華漕農副産物交易

市場」

(1)市場開設の背景と概況

「華漕農副産物交易市場」は野菜生産基地

の1つである中華漕郷に立地しである。華漕

郷にはこれまで野菜の卸売市場が設立されて

いなかったため、生産責任請負制度のもとで

形成された多数の零細な農家生産者にとって

は、輸送手段を所有しないので個人による出

荷は困難となった。そのため一時は華漕郷の

野菜生産が後退する可能性も生じ、深刻な間

題となった。そこで1992年の末に「華漕郷農

副業生産公司」は「華漕農副産物交易市場」

を開設した。

市場の敷地面積は6，000nfで、当郷域内産地

の生産物を中心とし、近隣郷産地の生産物を

兼ねて取扱う小規模市場である。中心品目は

野菜であるが、そのほかに果実、水産物、食

糧類、花井なども取扱っている。

市場の出荷者は郷域内の生産者個人、また

買出人は小売販売商人がほとんどを占める。

1993年の華漕郷の野菜生産総量は14，290トン

で、その約半分に当たるに350トンが「華漕農

副産物交易市場」を経由している。

「華漕農副産物交易市場」の開設は、農村

生産体制の再編によって生まれた家族小農経

営に対して農産物の販売先を提供するという

積極的な意義がある。同時にまた、近郊野菜

産地が中・遠郊へと移転するなかで、それら

野菜産地に対しても販売先を提供した。この

ような役割をもっ卸売市場は、今後より広範

囲に展開し発展する可能性が大きいと考えら

れる。

( 2 )取扱品目と集・分荷

市場での取扱品目は季節性の強い地場産の

軟弱野菜が中心となっている。市場周辺には

在来の野菜産地が多く伝統的に形成されてき

た栽培技術によって多様な品目が生産されて

おり、 1日の出荷品目は約30を数える。地元

で収穫したての野菜が直接出荷されるので、

鮮度が高く、有利に販売できる条件となって

いる。

表 5-2は市場の集荷状況である。開場後

1年間の営業成績は、順調な伸びを示してい

る。集荷先について見ると、そのほとんどが

地元周辺の農民生産者個人である。集荷先別

の内訳は、 80%までが華漕郷の地場ものであ

るが、残りは近隣野菜産地から集荷されてい

る。

分荷状況について見ると、買出入のほとん

どは外省の農民出身者である小売販売商人で

ある。これら小売販売商人は仕入れた野菜を

市内の集市貿易市場で販売する。
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表5-2r華漕農副産物交易

市場」の集荷状況

月 数量(担) 出来高(元)
5.750 18.45 

2 3.534 28.80 

3 7.523 51.25 
4 12.426 78.65 
5 18.383 73.16 
6 23.503 91.83 
7 15.139 84.53 

8 9.548 76.50 
9 10.016 71.30 
10 12.260 128.04 
11 15.348 111. 65 
12 13.658 77.84 

総計 147.088 892.00 
資料・「上海競菜J1994年

2号による。
注:1担は 50Kgである。

( 3 )取引と問題点

「華漕農副産物交易市場」は農民経営の区

・郷級の小規模市場であるため、個人生産者

と個人買出入が利用しゃいというのが特徴で

ある4従って、取引のロットも小口である。

野菜の価格は当事者の相対で決められるが、

計量と「搬出票」の交付は市場職員が担当す

る。

このように中・遠郊野菜産地で新設された

地場・地域流通小規模市場は、地場産地の維

持と発展に大きな役割をもっている。しかし、

これらの市場は関連施設や通信設備等を整備

する資金がなく、また経営管理の面でも経験

に乏しく、多くの問題を残しており、今後の

市場再編においてどのように位置づけていく

かが課題として残されている。

第6章生鮮食料品小売市場の実態

第 1節 生鮮食料品小売商業の構造

現在上海市における青果物の小売流通は、

①国有・集団有「菜市場」、②集市貿易市場、

③農民「菜市場」の 3つの市場形態によって

構築されている。野菜の小売販売についてみ

ると、 1988年の上海市における野菜小売量は

113.6万トンであり、うち市街地域での販売が

100.5万トン、郊外地域での販売が13.1万トン

となっていた 17)。これらの野菜は、 871(うち

市内659)の国有・集団有「菜市場」と396(う

ち市内129)の集市貿易市場によって販売され

ており、野菜販売に従事する菜市場の職員は

総計46，133人に達している(表6-1 )0 1991 
年には、上海市街地域での野菜販売は主に599
の固有・集団有「菜市場」と392の集市貿易市

場および11の農民菜市場によって担われてい

る。以下では、国有・集団有「菜市場」、集

市貿易市場、農民「菜市場」の小売市場の3形

態についてそれぞれの流通実態を解明する。

表 6-1 上海市における商業機構の動向

商業機構

項目 小売機構

小売菜
農市場民菜

市場

市内 50. 032 47.270 659 129 11 
機構数 郊外 40.632 37. 120 212 267 1 

計 90.664 84.397 871 396 12 
市内 462. 775 297.058 43.856 

従業員数|郊外 193.991 117.596 2. 279 
計 656.686 414.654 46. 133 

一機構当 市内 9. 24 6.3 66. 54 
たり従業[郊外 4. 77 3. 16 10.75 
員数 平均 7.24 4.9 52.96 

資料:上海統計局、上海市人民政府財貿弁公室繍「上

海商業物価統計年鑑Jl988年。
注:1)農民菜市場の数字は 1994年 8月の上海市現地

調査によるものである。
2) ーはデーターがないことを示す。

第 2節 固有・集団有「菜市場」の流通実態

「陳北菜場」と「八仙橋菜場」

ここでは、固有・集団有「菜市場」の流通

実態を「陳北菜場」と「八仙橋菜場」の2菜

市場を事例に明らかにする。この2市場の基

本状況は表6-2の通りである。計画経済体

制下において、国有・集団有「菜市場」は市

行政の生鮮食料品供給体系の末端配給・販売

機構として存在し、市民への生鮮食料品の低

価格・安定供給を実現する上で重要な役割を

果たした。当初菜市場で配給・販売された生

鮮食料品の種類は多く、①肉類、②家禽・卵

類、③野菜、④豆製品、⑤水産物のr5大類」

副食品にわたり、約200品目の商品が取扱われ

ていた。
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表 6-2 菜市場の概況

ところが、市場経済導入後この 2菜市場と

も相次いで総合食品スーパー商場佑へと経営

方針を転換し、 1991年には菜市場の名称をも

「副食品商場」と改称した。商場の取扱品目

も従来の i5大類」副食品に留まらず、計画

経済体制の下に市行政が定めた規定に拘束さ

れることなく経営範囲を大幅に拡大し、例え

ば、 「八仙橋菜場」の取扱品目は1995年現在

で5，000品目に増加している。販売額ベースで

みると、伝統経営の i5大類」商品とその他

の加工食品商品類との比率はおよそ半々とな

っている。

菜市場の商品仕入れを産地別にみると、野

菜は基本的に域内産となっているが、肉類は

主に外省に依存しているが、それは上海市が

典型的な「大都市、小郊区」の都市であり、

肉類の供給量が限られているためと考えてよ

仕入れ先としては卸売市場、専門公司、加

工場、輸入会社、産地などがあげられる。

「陳北菜場」の主要な仕入れ先は図 6-1で

示されているように、①上海市議菜公司、②

上海市水産公司、③上海市副食品公司(肉と

豆製品類)、④上海市禽卵公司、⑤上海市土

産公司(醤油、食油、味噌など)の 5つの公

司である。

販売先は約8割が一般市民とレストラン等

の大口需要者であり、残り約2割は集市貿易

市場の個人販売商人である。販売金額につい

てみると、営業内容はすでにスーパー総合商

場化され、加工食品と日用雑貨品が大きな位

置を占めるようになっているため、総販売金

額に占める伝統の i5大類」副食品の販売額

の比率は年々減少傾向にある。

小売農産物価格の決定は、①国家公定価格

(綿など)、②国家指導価格(1部の食糧、

図6-1 I峡北莱場Jの商品仕入

れ先と販売先

仕入れ段階一一小売段階 消費段階

資料 1992年の現地調査ヒアリングにより作成。

注: ー一基幹的な流通ノレート

一一補助的な流通ノレート

豚肉など)、③市場調節価格(多くの 3類農

産物)に区分される 1日)。かつて野菜は2類重

要農副産物として指定され、その価格も県以

上の行政管理部門によって公定された。

市場経済導入後野菜の価格は、市行政部門

が価格の暴騰を防々ため、最高制限小売価格

を設定し、各菜市場はこの枠内で需給状況に

応じて販売価格を上下に設定することになっ

ている。

以上のように、市場経済導入後国有・集団

有「菜市場」は、企業所有権と経営権を分離

させることによって自由に経営する権利を獲

得すると共に、独立採算制の導入によって完

全な企業体を創出することを第 1の改革ステ

ップとしてすでに終了したが、現在では第 2

の改革ステップとして、営業範囲の拡大とサ

ービス様式の変革を遂げつつある。その背景

には生活水準の高まりによる消費の多様化・

高度イじがある。それへの対応の典型的な形態

が「菜市場」の総合食品スーパー商場他現象

である。現在 (1996年)、上海市には704のス

ーパー商場があるといわれているが、これら

のスーパー商場のほとんどカ51990年代の初期

に相次いで開設されたものである。

またそれと同時に、先発したスーパーの統

合による「集団公司」の創設も活発化し、ス

ーパーチェン屈の展開が一段と促進されるも
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守

のと思われる。 i陳北菜場」の場合は、菜市

場を「亜細亜商城」と改称して現在大規模な再

開発が進められている。その計画は、高さ100
m、29階建て、建築総面積60，000rrlの総合商場

の建設であり、ビル 1階部分の6，000rrlが、各
種生鮮食料品と加工食品の庖舗となるが、そ

れは生鮮食料品などの副食品類を専門に販売

する届舗の規模としては、上海市で最大級と

なる。

中国圏内小売商業のスーパー商場イじの誘導

要因の一つは、上海市の経済開発に伴う外資

系あるいは合資の大型スーパー業への進出が

指摘できる。このような急激な小売業スーパ

ー佑の進展過程はまた、チェーン化による営

業能率の向上にもつながった。上海市ではす

でに l部の先発スーパー集団がコンビュータ

ーシステムを導入し、集配センターの設置に

よって、一括仕入と各店舗への配送システム

の構築をする計画を進めている 19)。

上海市のスーパーは、生鮮食料品などの商

品の規格化・包装イじの課題とそれに伴う価格

上昇などの問題を抱えながらも、今後さらに

大きく展開する方向である。また一面ではこ

のような小売商屈のスーパー化現象が卸売市

場のありかたに及ぼす影響も無視できない状

況であり、今後の上海市における市場流通体

系の構築、流通機構の仕組み、取引の方法な

どに新たな課題を投げかけているといってよ

い。

第3節集市貿易市場の流通実態「仙震農

副産物集市貿易市場」

集市貿易市場の現状についてみると、農村

においてはもちろんのこと、都市においても

これまでにない発展ぶりがみられ、固有・集

団有商業と並んで商品流通の重要な地位を占

めている。特に生鮮食料品の流通においては、

国有・集団有商業の占める割合を上回って基

幹的な流通ルートにまで成長した。以下は集

市貿易市場の代表的な事例としての「仙霞農

副産物集市貿易市場」の実態である。

「仙震農副産物集市貿易市場」は、上海市

街地区域の「仙霞新村」という住宅団地の中

央部に開設されている、主に野菜のような生

鮮食料品、加工食品、穀物類、日用雑貨品な

どを取扱う総合小売市場である。

集市貿易市場の小売商人は、域内農民生産

者、域内無職住民、域外の農民商人の 3種か

ら構成されている。域内農民生産者は主に軟

弱野菜を販売している。域内無職住民商人は

主に水産物、果物、日用雑貨品等を販売して

いる。域外農民商人は、主に果菜類、根菜類、

肉類、米、その他穀物類などを販売している。

「イ山霞農副産物集市貿易市場」で取り扱う

商品の品目は非常に多く、例えば、固有・集

団有「菜市場」が伝統的に取扱う i5大類」

食料品に加えて、食糧類、果物類、花井類、

日用品雑貨類、衣料類なども取扱っている。

集市貿易市場の販売価格は市場の需給状況

によって決められるが、集市貿易市場では新

鮮ないい品物が取扱われているために、固有

・集団有「菜市場」の販売価格より約 2""'3

割は高めである。また、固有・集団有「菜市場」

の販売価格が固定的であるのと対象的に、集

市貿易市場の販売価格は需給状況に応じて一

定の幅で変動するのが特徴である。

市場の運営と秩序および注意事項などの規

制は、工商行政管理局によって制定された「城

郷集市貿易管理方法J~こ従って行われている。

市場内で固定販売コーナーを持つ商人は、営

業証明が必要である。流動コーナーの持ち主

の多くは近郊農民生産者であり、それらは持

ち込んだ商品を完売すれば帰宅する。市場の

販売者は、すべて売上高に応じて営業税を収

めることが義務づけられている。

第4節 農民菜市場の流通実態「真西菜場」

1.農民「菜市場」開設の背景と現状

上海市旧市街地の再開発が全面的に行われ

るようになり、さらには浦東新区の急速な開

発によって、上海市の郊外部と市街地の接合

地域に新しい住宅団地が次々と開発された。

しかし、新しい団地内では公共施設と商業施

設の設置が伴わなかったため、入居者に対す

る生鮮食料品の安定的な供給が立ち遅れた。

こうした生鮮食料品小売菜市場の隙聞は、近
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郊農民が「農民菜市場」を創設する契機とな

った。

1980年代の終わりごろに初めての農民菜市

場が開設されてから 1994年8月現在にいたる

まで、上海市全域ですでに12の農民菜市場が

開設された。現在上海市で開設されている農

民菜市場は、次の4つの類型に区分される。

第 1は、農民の経済組織が独自で資本金を

調達し、単独で開設し経営する菜市場である。

第2は、農民経済組織と菜市場開設地の街

道委員会(都市部にある末端行政組織)との

2者共同開設である。

第3は、 3者以上の多人数あるいは複数会

社による共同経営である。

第4は、国有・集団有「菜市場」の一角に

テナントして入場し、農民の生産した野菜を

直接販売する形態である。

2. i真西菜場」の流通実態

「真西菜場」は1988年に新しく建設された

「真如西村」という住宅団地の中に、、江橋郷

貿易公司によって開設された農民「菜市場」

である。 1994年現在、菜市場の職員は21名で

あり、その内 7名が正職員で、残りはパート

である。

菜市場の主な営業品目は肉類、野菜類、家

禽・卵類、水産物類、豆製品類の i5大類J

と冷凍食品類である。数量ベースで見ると、

肉類が30%、野菜類が50%を占めている。野

菜の販売量は 1日約1，000kgである。年聞の売

上高はおよそ100万元であり、利潤は約3%と

されている。市場の規模は市街地内11市場の

うち最小であるが、およそ3，000世帯の供給能

力を持ち、営業額では第6位となっている。

菜市場の経営特徴についてみれば、「真西菜

場」は農民自身の経営する市場であるから、産

地から野菜を直接搬入して販売できることが

最大の特徴である。中間流通機構を通さずに

直販するため、新鮮で、値段が安いのも魅力

的である。野菜の仕入れ価格は、菜市場の買

付専門員と生産隊の出荷買との聞で、市場の

需給状況に応じて相対で決められる。このよ

うな産地と消費地を直結する新たな流通方式

のもつ特徴は、生産者と消費者の双方から歓

迎を受けている。

農民菜市場は野菜販売における新しい方式

として、小売流通と生産の双方に大きな影響

を与えている。しかしながら、農民菜市場は

実践のなかで経済的効率の問題、施設と設備

不足の問題、職員の経営知識不足など多くの

問題も生じている。これらの問題をどのよう

に解決していくかが今後の重要課題として残

されている。

終章 青果物の生産と流通再編における

基本課題と展望

中国大都市における農産物流通再編は、経

済発展による消費水準の上昇と、農業におけ

る自由な商品生産の展開を背景として広範囲

に進展し、近代的な生鮮食料品流通体系の構

築が行われつつある。しかし、現実には産地

出荷体制、卸売市場の整備状況、小売商業機

構の整備状況等のいずれの面においても、近

代的な流通システムを構築する要素としては

遅れが目だっている。

終章では、このような条件を克服し、近代

的な大都市の生鮮食料品流通システムを構築

していくために必要な基本条件とその方向に

ついて検討する。そこでは、現在の上海市に

おける青果物の生産・流通再編の基本課題を

次のように整理し、その方向t性について若干

の検討を加える。

第10 i郊菜」の合理的かっ適正な供給水

準の維持。野菜の流通・市場と価格の自由化

に伴い、上海市への野菜の供給圏は次第に広

域化しつつある。野菜供給構造が域内流通と

広域流通の 2っからなる重層的な構造へと推

移する中で、 「郊菜」供給率の維持水準を適

切に定め、市民の需要を充足する上で十分な

数量、品目、品質を恒常的に確保することは、

経済発展が急進展する上海市では基本的に重

要な課題である。

日本の大都市大阪についてみると、高度経

済成長のもとで大量輸送手段と通信網の整備

が大きく前進した1970年においても、大阪府

下の産地から供給された野菜の比重はまだ総
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消費量の26.9%を維持していた20)。野菜のな

かでもとくに新鮮度が要求される葉菜類は、

域内産地からの供給が不可欠なものであり、

それらをいかに確保していくかは、輸送手段

の発達した今日の日本においてもきわめて重

要な課題となっている。

社会インフラの整備が相対的に未熟で、輸

送手段、鮮度保持技術、通信手段等において

もまだ遅れの見られる中国においては、広域

流通への依存度が急速に高まる中で、一定水

準の「郊菜」供給を確保することは、消費水

準の質的向上を図る上で不可欠である。

第2。安定的かっ持続的な野菜生産・出荷

体制の確立。野菜の生産と供給を安定的かっ

持続的に維持することは、大都市の生活水準

を向上させ、経済成長と社会的安定を図る上

において欠かせないことである。したがって、

域内・域外産地の合理的な配置、栽培品種の

改良、生産技術と経営方式の近代伯、商品の

品質向上と規格他、出荷・販売の合理イじとい

ったことが重要となる。

日本の場合は大都市の消費需要を充足する

ために「野菜生産出荷安定法」を制定し、大

産地と大消費地中央卸売市場を大規模な流通

パイプで直結するという、広域大量流通シス

テムを構築した。この方式は確かに量的な確

保には成功したが、大産地では生産技術、農

法上の諸問題が深刻化し、流通段階では流通

の多段階イじと流通マージンの増大が問題とな

り、また消費面では品質、安全性が問題とな

って、再び地域・地場流通の意義が再評価さ

れつつある。

上海市においてはこのような日本の事例を

も踏まえ、経済成長と都市開発が進展する中

にあっても、広域流通と地域・地場流通のバ

ランス、したがってまた、域内における野菜

産地の適性配置と域外大産地の生産技術のあ

り方については十分に配慮する必要がある。

第3。都市開発による近郊産地の後退と新

しい産地形成。都市区域の拡大とともに近郊

野菜産地の縮小・後退は不可避となり、計画

経済体制下で形成された近郊周年産地を基本

とする野菜産地の配置体系の崩壊と、これら

産地の中・遠郊への移転が広範に進展してい

る。従来の産地配置においては「近郊」、 「中

郊」、 「遠郊」の区分は行政区域的な概念に

対応するものとして設定されてきたが、交通

・道路網と輸送手段の整備が進展するにつれ

て、産地配置はより現実的、弾力的に構想さ

れる必要がある。

日本の場合は、輸送距離の大小によって産

地を「近郊産地」、 「中間産地」、 「遠隔産

地」のように区分し、その基準としてはそれ

ぞれ100キロメートル、 100-500キロメート

ル、500キロメートル以上のように設定されて

いる 2110 このような区分によると、大阪の近

郊産地は大阪府と和歌山、奈良、京都、兵庫、

滋賀などから構成されることになる。

このような概念を上海市に適用すれば、上

海市の「近郊産地」には江蘇省の蘇州市、無

錫市、漸江省の嘉興市などが含まれることに

なる。今後の上海市の野菜供給体制の構築に

おいては、従来の行政区域から開放された領

域を対象とした、より弾力的な産地配置を構

想することが必要である。

第4。卸売市場の開設と運用にかかわる制

度面の整備。現在、上海市では卸売市場を基

幹とする流通機構の整備が進行中であるが、

そこでは公設市場、民営市場、第3セクター

市場などの諸形態が複雑に交錯しているのが

実態であり、総体としての体系性と相互の機

能連携が必ずしむ明瞭ではない。それは卸売

市場の開設に当たって、立地、規模、組織、

機構、機能等についての調整を行うための制

度上の整備が著しく遅れていることと関連し

ている。

先進諸国では欧米諸国はもちろん、日本で

もすでに1923年には「中央卸売市場法」が制

定され、はやくも1927年には京都で法律に基

づく中央卸売市場が開設されている 22)。先進

諸国においては卸売市場の開設に先だって法

制的な整備が完了し、卸売市場の開設と管理

はそのもとで行われるという経過をたどって

いる。

第5。卸売市場を基軸とする重層的流通体

系の構築。現在の上海市では「上海市議菜公

司Jによって開設されている地場・地域流通

市場と新しく整備される広域流通市場の2類
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型の卸売市場が、野菜市場流通において基幹

的な役割を担っている。

しかし、今後の卸売市場流通は、市行政の

主導で開設される「中央却売市場」の担う広

域流通を主軸にして展開する方向が示されて

おり、地場・地域流通を担う「地方卸売市場」

はその補完としての位置づけがなされようと

している。この場合、広域流通市場と地場・

地域流通市場との機能的な相互連携を確保す

ることがきわめて重要となるが、そこではな

によりも域内産地の存立を保障し、地元産品

の潤沢な供給を確保するための、両市場の合

理的な機能分担が必要となる。

そのためには、域内産地と結合する「地方

卸売市場」の適正な配置と組織、機構、機能

の整備が重要課題となる。

第6。卸売市場の統廃合と組織・機構・機

能整備。生鮮食料品の流通機構が民間に開放

されてから、上海市では公設、民営、第3セ

クタ一方式など多様な形態の卸売市場が開設

されつつある。しかし、現段階ではそれらの

卸売市場のうち、かつての「上海市競菜公司」

の集・配給機構である「菰菜収購批発ステー

ション」を母体とする市場は、市場施設の老

朽イじと狭臨化が進みつつあり、一部の市場で

は集荷業務が困難となって他の用途に転用せ

ざるを得ない状況に直面している。

また、新設市場を含め、市場開設者が自ら

市場を管理すると同時に営業を行うという、

管理と経営の未分離な状態が少なくない。ま

た、市場の機能について見ても、市場の担い

手となる主体の形成が未熟であって、集荷と

分荷の両機能も相互に独立していないという

実態がある。担い手機構の未形成による取引

の能率低下、取引における信用問題なども残

されており、卸売市場の内部機構の近代化に

多くの課題が残されている。

第7。青果物小売市場の流通再編。現在、

上海市における野菜小売販売数量の過半は集

市貿易市場を経由している。固有・集団有「菜

市場」の野菜経営意欲は低下し、集市貿易市場

の経由率はさらに増加する傾向にあり、固有

・集団有「菜市場」を通じて行われていた価

格調節機能はすでに失なわれている。このよ

うな野菜販売の自由市場への移行は、一面で

は市場原理の作用による流通合理佑の側面も

あるが、他面では自然災害時や端境期におけ

る野菜価格の騰貴をコントロールする機能が

失われるという問題も生じている。

そのため、価格の暴騰と暴落をコントロー

ルするための機構を小売流通体系のなかに組

み入れることも念頭おく必要がある。また集

市貿易市場それ自体においても、組織、機構、

施設等の改善と、市場秩序、衛生環境の整備

など多くの課題を残している。

今日の上海市における青果物流通システム

の再構築は、きわめて急速に、しかも複雑な

様相で進展しつつある。これを計画経済体制

から競争と市場経済原理の機能する新しい体

制への移行という歴史的変革の過程として見

るならば、現在の上海市における市場体系構

築のプロセスは、総体としてまだその端緒的

段階にあるといわざるを得ない。

上海市のめざす新しい農産物流通システム

の終局的なあり方は、多くの資本主義諸国の

大都市がすでに経験してきた事実を模倣した

ものではなく、それらの実績を批判的に踏ま

えながら、農業生産の持続的な発展をうなが

し、生産者および消費者の利益と調和するよ

うな、より高度な原理を内包するシステムと

して想定されねばならないであろう。そこに

は市場原理の一元的な支配を止揚した、より

高次の市場経済が展望できるものと考えられ

る。

注 1)集市貿易市場は、県城(日本の市レベ

ルに当たる都市)以下の町と農村部に所

在する場合は「農村集市貿易市場」、大・

中都市に所在する場合は、 「都市農副産

品市場」と呼ばれている。

2)国内市場改造に関する政策過程の段階

区分については、第 l段階から第3段階

までは、国家工商行政管理局市場管理司

編「社会主義市場体系的組織与管理」を

参考にした。第4段階については、中国

国内の市場体系構築が新たな段階に差し

かかっていることをふまえて、筆者が新

たにイ寸力目したものである。
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3)農産物の 1類、 2類、 3類の区分は、

国家工商行政管理局市場司編「社会主義

市場体系的組織輿管理」を参考にした。

4)農産物卸売市場数は、 1995年8月の中

国社会科学院農村発展研究所(北京)で

の聞き取り調査で判明したものである。

5)同上注4)。

6)阪本楠彦等編「中国農村の改革」によ

る。

7)馬洪主編「什是社会主義市場経済」

による。

8) i上海浦東新区図」、中華地図学社製

図・出版、 1994年第二版による。

9) 1994年8月に上海市議菜生産領導小組

に対する聞き取り調査による。

10) i上海読莱J1997年第 1期による。

11) 1995年8月に「上海市蔵菜公司」調査

研究室の説明による。

12) 1995年8月に「上海曹安市場」康祖建

総経理(社長)の説明による。

13) i上海鵡菜J1994年第 l期による。

14) 1994年に実施した上海市の農民「菜市

場Jに対する実態調査に基づく数字であ

る。

15)禽菊生「日本における卸売市場制度

ならびに卸売市場流通の構造に関する研

究J(大阪府立大学修士学位論文)1993年。

16)向上注 11)。
17)上海市統計局と上海市人民政府財貿耕

公室編「上海商業物債統計年鑑」、 1989

年による。

18)中国物価出版社、 「社会主義物価管理

学J1990年版による。

19) 1995年に実施された「八仙橋菜場」で

の聞き取り調査、常務楊氏の説明による。

20)大阪府農業会議編「都市農業の軌跡と

展望一大阪府都市農業史ー」、 1994年版

による。

21)藤島虞二・山本勝成ら編「小規模野菜

産地のための地域流通システム」、平成

4年版による。

22)同上注 15)。
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あとがき

本論文は、 1996年(平成7年度)大阪府立

大学に提出した博士学位論文の公開要旨であ

る。私は、これまでの研究蓄積を踏まえなが

ら、学位論文の作成過程においては、 1992年

から 1995年にかけて、前後数回にわたって中

国に帰国し、現地実態調査を実施した。調査

地域は巨大都市上海市をはじめとして、中央

省庁が集中する北京市、それに青果物供給基

地として重要な位置を占める江蘇省、漸江省、

山東省におよんだ。また調査対象としては、

各地の行政機関、農業経済関係の教育・研究

機関、各種卸売市場、生鮮食料品小売機構、

産地・生産組織・生産者などを体系的に選定

した。

これら一連の現地調査のなかでも、とりわ

け各段階の流通機構に対する組織的な調査、

並びに末端生産組織である生産隊(あるいは

個別農家)に対する調査は、事実関係を具体

的に把握する上で極めて貴重なものであり、

農業生産と流通の実態に関する多くの新しい

知見を得ることができた。

本論文において、豊富な事実を踏まえなが

ら実証的な検討を精密に行い、理論的な考察

を深めることができたのは、これらの現地調

査の成果によるところが大きい。そしてまた、

このような成果が得られたのは、終始ご指導

とご支援を惜しまれなかった関係各位のご厚

情によるものである。

特に博士論文の作成にあたって、主査地域

緑農政策学講座標田進一教授からは、懇切な

ご指導を賜った。また、地域緑農政策学講座

の小林宏至、大西敏夫、藤田武弘の各先生から

は、現地調査の計画・実施をはじめ、論文内

容を構築していく過程で懇切なご支援を頂い

た。さらに、学位論文の審査にあたっては、副

査緑農資源管理学講座堀田忠夫教授、同じ

く副査青果品質保全学講座茶珍和雄教授か

ら、多くのご教示を賜った。以上の諸先生方に

対し、ここに深甚の謝意を表す次第である。

(筆者:日本学術振興会外国人特別研究員)
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上海統計年鑑、 1992年

中国人口統計年鑑、 1991年

華東地区統計年鑑、 1992年

中国農村経済統計大全 1949'" 1986年

上海商業物債統計年鑑、 1989、1993年

上海郊区統計年鑑、 1993年

上海読菜産鋪経醤歴史資料匪編 1949'" 1992年
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