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中国における違法な農地流動化の実態と要因ならびにその防止対策

-湖南省長沙市近郊農村を事例として一

李 折蓉(京都大学大学院農学研究科)

Examination of the Farmland Liquidity Imbalance in China: 

The Case of the Suburban Villages of Changsha City in Hunan Province 

Yanrong Li (Graduate School of Agriculture， Kyoto University) 

Upon examining farmlands in the suburban vil-

lages of Hunan Province， China， this study identified 

that farmland liquidity is becoming increasingly 

imbalanced， owing to four factors: (1) compulsory 

integration， (2) inefficient utilization， (3) embezzle-

ment of land rent， and (4) back conversion of the 

farmland. This study asserts that these factors are 

primarily the result of governmental actions， namely 

1. はじめに

中国では， 2008年に中央政府が農地を自由に貸借

できるよう流動化政策を全面的に打ち出した.その

結果， 2011年上半期に，全国農地流動化面積は 2.07

億畝に達し，総耕地面積の 16.2%を占めるようになっ

た(烏雲， 2011). しかし同期に公布された「国家

土地督察報告」によれば， 2010年の全国の違法な

土地利用面積は73.35万畝に及んでいる.そのうち，

耕地面積は 27.45万畝であり，違法な土地利用面積

の37%を占めている(越 2011) . したがってこの

数値から，農地流動化においても違法さが深刻な問

題になりつつあると考えられる.

違法な土地利用とは， I農村土地請負法」や「土地

管理法」等の法律・規定に反する行為である. これ

までの違法な土地利用に関する研究は，主に不正な

土地収用に焦点が当てられてきた(在， 2002). 曲他

(2001)は，不当な土地の収用価格の形成と不正な

収益配分に着目し，違法な収用での経済的な誘因を

検討した.また，中央政府のモニターの不足と地方

政府聞における過度な競争も違法な収用の誘因とし

て挙げられている(劉他， 2010). しかし， 2008年

に開催された中国共産党第 17期第三回全体会議以

降，農地流動化が推進され，多くのメディアでは，

(57 ) 

under-or over-intervention of administrative ser-

vices and the illegal in企ingementof the rights of 

farmers. In order to tackle these problems， this 

study suggests the establishment of a farmers' 

cooperative society， which would protect the inter-

ests of farmers and provide them with a platform to 

negotiate with the government. 

違法な農地流動化問題に注目が集まるようになった.

それに従って，違法な農地流動化が学術的にも注目

され始めたが，いずれの既存研究においても，詳し

く分析されたものはまだない(韓， 2012). 

この点を踏まえて，本稿では，主に「農村土地請

負法」に反した違法な農地流動化(①強制j的な農地

集積，②商工企業の農地の非効率な乱用現象，③地

方政府による地代の横取り，④裏転用問題)の実態

とその要因を，また規制策としての土地専業合作社

による是正効果について，湖南省を事例として明ら

かにすることを課題とする.

湖南省、を取り上げた理由は，同省が中圏内陸の農

村地域の代表として農地流動化が相当程度進展して

きているととも、に，例外なく強制的な農地集積や裏

転用問題等の違法な流動化が現れており，また都市

近郊地域で違法な流動化の抑制策としての土地専業

合作社が設立された地域だからである.なお，中国

全土における違法な農地流動化にはさまざまな類型

が存在する 本稿での類型化は，予備的に新聞報道

を参照したうえで，湖南省長沙市周辺での聞き取り

調査によって整理されたものである.なぜならば，

違法であるがゆえに，違法な流動化に関する統計，

資料は公表されていないからである あくまでも考
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察は，湖南省長沙市近郊農村の事例分析にとどめて 農地 (3.6畝)が，1，200元/畝で強引に貸出される

おり ，限られたものとせざるをえなかったことをあ 事件が起こった これは， 2012年 6月，村委員会が

らかじめ断っておきたい r農業生態農場」を建設するため，貸出意思のない

2. 違法な農地流動化の実態

中国の農地流動化は，農地の売買が禁止されてい

るため，貸借による経営権の移転によって担われる

(図 1)ー したがって違法な農地流動化は， r農村土

地請負法」に反する経営権の移転となる. ここでは

それを①強制的な農地集積，②商企業者による農地

流動化での契約不履行，③地方政府による地代の横

取り，④裏転用として類型化する.ここで言ってい

る地方政府とは，農地流動化事業の実施を行う郷鎮

政府と村委員会を指す.以下では，調査事例を通じ

て違法な農地流動化の実態、を明らかにする。

(1 )強制的な農地集積

「農村土地請負法」の第 34条によると，農地請負

経営権を移転できる主体は，農地の経営を請負った

者に限られる.請負者は，法律により ，農地請負経

営権の移転の是非と移転の方式を自主的に決定する

ことができる しかし現実には，請負者でない地方

政府が請負った農家の意思に背いて強制的に農地を

集積することが度々みられる 図 2のように，貸し

出す意欲がない農家は借り手の借入要求を拒否でき

るはずである.しかし地方政府は強引に農家から農

地請負経営権を取り上げ，借り手に貸し出すことが

ある これは地方政府による，いわば行政の過剰対

応である.具体的に，事例 lでこれを紹介しよう

【事例 1J:長沙市 CS県 HH鎮 CF村の農家W氏の

所有権=今集団所有

燥地

図 1. 農地権利と農地流動化

出所。聞き取り調査より作成

農家の

請負経営権

図 2. 強制的な農地集積

出所聞き取り調査より作成

W氏に対し強制的に農地貸出契約書へサインさせ

( 58 ) 

たというものである. この 3.6畝の農地はW氏一家

にとって生きる術であり，貸出すつもりは全くなかっ

た. しかもこの契約書は W氏にとって不利益な内

容であったため，サインすることを拒否した その

後，交渉が進展しなかったため，村委員会は， W
氏を説得し続けながらも，業を煮やして W氏の水田

の上に石炭の燃え殻を撒いてしまった.このことに

より， W氏は数千元の損失を被り，生活ができな

くなってしま った.その結果W氏は農地貸出契約書

にサインせざるを得なくなった.これは村委員会に

よる，いわば行政の過剰執行といえる行為によ って

引き起こされた違法な農地集積の実態である.

(2)商企業者による農地流動化での契約不履行

「農村土地請負法」の第 33条によると，農地経営

権の移転を受ける側は，農業経営を行う者でなけれ

ばならない.中央政府は商企業者による長期的で大

規模な農地貸借を抑制している しかし，地方政府

は財政上の業績を上げるため，農業経営をするかを

十分審査せず，商企業者による農地流動化も推し進

めていった その結果，農地が商企業者にも貸出さ

れることになった(以下図 3を参照).商工業者が

農業経営をすればよいが，そうでない，いわば契約

不履行する場合も多々あった 農家は商企業者に対

する規制を地方政府に依頼したが，地方政府は商企

業者の契約不履行を放任してしまった.いわばこの

ことは，地方政府による対応不備といえる.事例 2

からこのことを確認したい.

[事例 2J 商企業者 R氏は，農業経営の利益より

も農地集積による政府の補助金の取得を狙いとして

いた R氏は農業経営の名目で， 2010年に長沙市NX

県 QZ鎮 HJ村にある 81畝の農地を 1，000元/畝で

借り入れた しかし R氏は， QZ鎮政府から補助金

農家の

請負経営権

図 3.商企業者の農地流動化での契約不履行

出所聞き取り調査より作成
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を受け取っただけで，農業経営をするという契約を

履行せず集積してきた農地を耕作放棄地としてし

まった.そうであるにもかかわらず，鎮政府は商企

業のこの不正行為を放任してしまった 流動化への

補助金はかえって，農地利用の不正な歪みをもたら

してしまうのである.

(3)地方政府による地代の横取り

「農村土地請負法Jの第 36条によると，農地経営

権を移転する際に支払われる地代は，当事者双方が

協議して確定しなければならない.移転による収益

は請負ったものの所有となり，如何なる組織や個人

であっても勝手に保留したり搾取したりしてはなら

ない. しかし，現状はこの法制度に反する事態が全

国至るところで発生してしまった.図4のように，

地方政府は農家から依頼された農地を借り手に貸し

出す.しかし，地方政府は借り手から支払われた地

代の一部または全てを農家へ渡さなかった.このこ

とは地方政府による農家の収益権の侵害といえる.

具体的には事例 3から確認することができる

[事例 3J:長沙市 CS県JB鎮 ZTX村委員会は， 地

代の 44%を横取りした ZTX村委員会はある農業

企業の依頼を受けて 2010年に 60名の農家から 150

畝の農地を 1，000元/畝で 17年間借入れたしかし，

村委員会の幹部は実際これらの農地を農業企業と

1，800元/畝で契約して貸し出した 村委員会は農家

との契約内容を裡造するため，事情がわからない家

族や親戚などの農家本人以外に契約書へサインさせ

た. この担造契約を用いて本来農家に支払われる

204万元はすべて村の収益となったが，村幹部はそ

れを横取りした. これは，村委員会による農家の農

地権利の自由度に対する不正侵害によ って引き起こ

された，違法な農地集積の問題といえる.

(4)農地の裏転用問題

「農村土地請負法」の第 8条では農業用地を法律

により許可を得ないまま農業以外の建設用地に転用

することは厳格に制限され，耕地は特別に保護され

ている.また，同法の第 33条によると請負経営権の

移転の際，土地所有の性質とその農業用途を改変す

ることはできない しかし現実は農地流動化の名

目で取得した農地が無断で建設地に転用されてしま

う事態が起きている.図 5のように，地方政府は農

家から借入れた農地の農業用途を勝手に変更し建

設地として土地利用者に違法転用してしまう .これ

( 59 ) 

農家の

請負経営権
経営権=今農家、、貸出依頼貸出{昔手

未払半、~グ支払
地方政府

図4 地方政府による地代の横取り

出所 聞き取り調査より作成.

農家の

請負経営権

図 5. 裏転用問題

出所 聞き取り調査より作成

は地方政府による農家の農地処分権の侵害といえ

る.具体的には事例 4から確認することができる.

[事例 4J・長沙市 CS県MY鎮NJ村は 2006年以降，

「以租代征J(賃貸により収用を代替させる)という

方法により ，農業経営の名目で集積してきた 147畝

の農地を建設用地に裏転用してしまった.農地の収

用は，必要な収用コストが 「以租代征」 より 4~5

倍高くなる上，手続きも復雑である そこで村委員

会は鎮政府の指示を受け，まず農家と農地の貸借契

約を結んだ.その後，村委員会はこれらの農地を建

設用地として， JKコンクリート有限公司等の会社

6社に高く転売してしま った. このような， I以租

代征」という方法で転用された農地面積は全国の裏

転用総面積の大半を占めているため，中国では深刻

な問題となっている これは鎮政府と村委員会の協

働による農家の農地権利の自由度に対する不正侵害

によって引き起こされた，違法な農地集積の問題と

いえる.

3. 違法な農地流動化の要因分析

以上の違法な農地流動化を，市場の失敗と政府の

失敗という視点からまとめてみたい 先行研究では

農地市場は成立することが難しい状況にあるという

市場の失敗が多く指摘された(浅見， 2009) 市場

の失敗，即ち農地市場が充分に機能していない原因

は，農地の財産権が不完全に固定されていることに

よる高い取引費用にある (Song，2005).従 って，

農地流動化は市場原理の下では農地資源の配分がう

まく行かない場合，まずは政府の介入が必要となる
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しかし上記の事例によると，地方政府が介入した

結果，むしろ違法な農地流動化を引き起こしてしまっ

ている つまり，政府の失敗といえる.事例分析を

ふまえると，ここで政府の失敗は農地流動化に対す

る行政の過剰対応と対応不備，また農家の農地請負

経営権に対する不正侵害という， 2つの要因に分け

ることができる.以下では， これらの 2つの要因か

ら，政府の失敗がどのように違法な農地流動化を招

いてしまったのかを考察する.

(1 )違法な農地流動化に対する行政の対応:過剰対

応と対応不備

まず，違法な農地流動化の，実態①強制的な農地

集積と，実態②商企業者の農地流動化での契約不履

行を引き起こした，行政の対応を検討する. ここで

いう過剰対応とは，政府が行政サーピスをし過ぎる

こととする.反対に， しなさ過ぎることを対応不備

としている. コースの定理によれば，取引費用が低

く交渉がうまくいく場合，政府の介入は不必要かっ

望ましくないのであり，逆に取引費用が高く交渉が

うまくいかない場合は，政府の介入は必要かっ望ま

しいということになる.従って，交渉の取引費用に

関連して政府介入の闘値が存在する.つまり交渉が

うまくいく領域と，交渉ではうまくいかない領域と

に区別する闘値である.闘値に対して取引費用が小

さい場合は，政府の介入よりも市場での効率的な農

地配分が望ましい.それにも関わらず，政府は自己

利益のため農地流動化に対する行政サーピスの介入

を過剰にしてしまう場合がある.逆に，取引費用が

大きい場合は，政府の介入を通じた効率的な農地配

分が望ましいにも関わらず，政府は自己利益のため

農地流動化に対する行政サービスの介入を過少にし

てしまう場合もある.以下，詳細にこのことを説明

していこう.

1)違法な農地流動化に対する行政の過剰対応

中央政府が大規模経営による農地の集積を促進す

る政策を提起すると，地方政府(党幹部)は行政成

果を上げて中央政府にアピールするため，この政策

の推進を目的として，農家の意思に反して強引に大

規模経営を作り出そうとした 同時に，地方政府は

農地集積によって農企業から毎年畝当り数元から数

十元の手数料を取得することができる. 2006年の

農業税関連諸税の廃止によって，地方政府の財政収

入は著しく減少しており，地方政府は財政を維持す

( 60 ) 

るため，農家の意思に反して，行政の過剰な介入と

いう形で，①強制j的な農地集積を行うインセンティ

ブを持ってしまった.

2)違法な農地流動化に対する行政の対応不備

実際に農地流動化の業務を行う地方末端組織は，

郷鎮政府にある農村経済管理ステーション(以下経

管ステーションという)という部門である. しかし，

経管ステーションは地方政府の事業部門であり，行

政執行権と懲戒権を持たないため，違法な農地流動

化を阻止する力が弱い.また，経管ステーションは

行政部門として扱われておらず，かっその職員も公

務員として扱われていないため，政府からの割当金

が非常に少ない したがって，経管ステーションの

職員は違法な農地、流動化への対応に消極的になりか

ねない.そのため，地方政府は②商企業者の農地流

動化での契約不履行を放任しがちであったといえ

る.一方で，農業関係諸税の減免が実施されて以降，

地方政府の財政収入減少によって経済力が弱まり，

特に多くの村委員会は事実上形骸化している傾向が

ある.たとえ不正な契約不履行が起こったとしても，

形骸化された村委員会はそれを阻止する力を持たず

放任する行動を取りかねない

(2)違法な農地流動化における農家の農地請負経営

権に対する不正侵害

次に，違法な農地流動化の実態③地方政府による

地代の横取りと，実態④裏転用を引き起こした，農

家の農地請負経営権に対する不正侵害を検討する.

農家が農地経営を請け負う中国の土地請負制におい

ては，農地の所有権と請負経営権の「分離」が行わ

れた.農地の請負経営権を有する農家は農地の使用，

収益，譲渡， (農産物を)処分する権利を持つ.こ

れらの権利に対する侵害とは，地方政府が無断で農

地の請負経営権を操作しながら農家が執行できる権

利の大きさを縮小させることである.ここでは地方

政府による不正な程度が問題となる.これはコース

の定理で説明できる領域を超え，中国の独自の事情

が関連している.農地を収用する場合，地方政府に

とっては土地収用の補償額が高く，手続きも複雑で，

そして中央政府からの収用制限も厳しい.一方，農

地流動化という形であると，地方財政を補うことが

でき，かっ地方経済の発展への寄与も期待できる.

したがって，地方政府による違法な農地流動化の実

態③と，実態④で示された農家の権利の侵害を引き
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起こしたので、ある.あるいは農地が，郷(鎮)村幹

部による小集団請負や，または郷(鎮)村幹部の個

人請負となっている地域もある. このような地域で

は特に，村委員会は国の法制を無視して，違法な農

地流動化の実態③と，実態④で示されるような権利

の侵害を引き起こしやすかったといえる.

こうした地方政府の過剰・不備な介入または侵

害が違法な農地流動化に拍車をかけてしまった.農

地流動化を市場メカニズムと政府の介入だけに委ね

ていては機能障害に陥る可能性がある.対処方法を

考えなければならない.その 1つに， I土地専業合

作社」の設立による対応がある. これは「政府」で

も「市場」でもない「組織」の役割によって，農家

の農地請負権を保護することである.特に対象とし

た長沙市近郊において，積極的に採用されている救

済方法である.以下， これを詳しく説明しょう.

4. 土地専業合作社の設立による違法な農地流動化

の抑制

土地専業合作社とは，農家の農地請負権を株化し

てから株を出資金として供出し，共同で合作社を形

成する一方で，農地の経営権を合作社に委託し共同

で農地のリースまたは直営農場(生産基地)の経営

を行うことである.土地専業合作社は合作社法に基

づき正規の合作社を形成し，共同の度合が強く，合

作社の理事長は社員農家と相談しながら農地利用の

意思決定を行う.農地集積による出資金をもとに生

じる規模の経済性による利益は，配当として農家に

配分する.農地の経営権を合作社に委託した後，農

家は直営農場で働くこともできるし出稼ぎもでき

る.また農家民宿の経営をする場合もある.

(1 )違法な農地流動化に対する土地専業合作社の役割

土地専業合作社は工商局に登録した正式な法人で

あるため，法に基づき法律上の権益が保護される

いかなる組織や個人であっても，合作社及びその社

員農家に経済的な損失を引き起こした場合，法律上

の責任を追及される.

1)強制的な農地集積の抑制

土地合作社条例によると，合作社は農家の合法的

な権益を保護し共同の利益を実現することを目的と

する.農地の委託は農家の自己意思によって決めら

れる.いかなる組織と個人も，農地請負経営権の譲

渡を進めるにあたって強制または阻害をしてはなら

( 61 ) 

ないとされている.

2)商企業者の農地流動化での契約不履行の抑制

土地合作社条例によると，合作社の社員の中で農

家の割合は少なくとも社員総数の 80%以上を占め

なければならない. こうして，商企業者の参入制限

によって，契約不履行による耕作放棄を抑制できる

ようになる.

3)地方政府による地代の横取りに対する抑制

土地合作社条例によると，合作社の積立金，公益

金， リスク対応準備金と管理費用を引き出した後の

剰余金は，出資額と取引量によって社員農家に配当

される.また農地請負権の株化の仕組みは，農家の

利益が地方政府に搾取されることなく，農家に確実

に渡ることを保証している. こうして，地方政府の

地代の横取りに対する抑制ができるようになる.

4)裏転用の抑制

土地合作社条例によると，重要な議題は合作社社

員の議決権総数の過半数以上で可決されなければな

らない.即ち，合作社の土地利用計画，農地移転の

是非，土地開発プロジェクト等の重要な議決は，過

半数以上の社員農家の同意を得る必要がある 農地

利用に関する決定権が社員農家側にあるといえ，裏

転用を抑制できるようになる.

以上のような，土地専業合作社における，農民組

織としての性格の強化，剰余金配当請求権の設置，

参加型意思決定の構造は，機能していない農地市場

と不正な政府の介入を補完する役割を持つことにな

り，違法な流動化を防ぐことができたといえよう.

(2)調査事例による検討

事例 1IGM土地専業合作社J:長沙市wc県 GM

村では合作社が設立されるまで，度々違法な農地流

動化が起きてしまった.違法な農地流動化を抑制す

るため， 2008年に同村の 26小組420戸の農家の合意

のもと農地を株化して換算し，総計554，600元の出資

金を出して， GM土地専業合作社が設立された.集

積してきた農地は 8，149畝で，そのうち水田が 2，149

畝，畑が 1，200畝，山地が4，000畝，水面が 800畝

であった.そして，合作社は農地の株化を通じて農

家の剰余金配当請求権を設置することになる.農地

を株化する基準(最低限の「保証価格J)は，水田が

350 kgl畝の籾，畑が 200元/畝，山地が 100元/畝，

養魚池が 120元/畝と決められた. 1株は畝当たり

の水田の保証価格を基準にして換算している.合作
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社は集積してきた農地の一部を直営農場として経営

しているが，一部の農地は農業会社にリースした.

直営農場としては社員農家を雇って 300畝の無公害

野菜基地と 200畝の果物基地を経営している.また，

合作社は農家の参加型意思決定構造により，社員集

会で農家の了承を得た上で，土地利用について 11

社の農業会社と契約し，水田 2，049畝，畑 60.5畝，

山地 805畝及び養魚池 380畝を貸出した. これらの

農地は野菜基地，ぶどう園，茶畑，れんこん畑，育

苗畑等の農業生産，また観光農園，農業体験施設，

農業研修センタ一等として利用されている.一部の

社員農家はこれらの農業会社に雇われている. した

がって，農家にとっては農地の地代だけでなく，合

作社の株からの配当と賃金が得られるため，収入は

大きく増えた.例えば，社員農家T氏は5畝の水

田を請け負っている.合作社に参加する以前は，稲

作だけでは純収入が年間 2，000元しかなかったが，

合作社に参加した後は，保証価格による配当を 5，000

元，また農業会社から 100元/日の賃金を得ている.

この配当の仕組みは農家の農地に対する収益権を確

実に保証することになった.

事例 2rHQ土地専業合作社J:かつて違法な農地

流動化が起こっていた長沙市NX県 HQ村は，土地

利用を規制するため， 2010年に同村の 249戸の農

家から 1，039.3畝の水田を集積して HQ土地専業合作

社を設立した.そして，集積してきた水田を株に換

算し，総計 415，720元の出資金を集めた. 1株は畝

当たりの水田の生産高を基準にしているため，農家

の剰余金配当請求権の設置ができた.水田の l畝は

200kgの籾に相当する 1kgの籾は 2元であるの

でl株は 400元となる.合作社の土地利用について

は社員集会で農家の意思により直営農場の経営と農

地のリースを行うように決められた.その土地利用

の計画内容により，直営農場としては社員農家を

雇って， 82.3畝の花升苗木基地と 60畝の野菜基地

を経営している.また，合作社は 897畝の水田を貸

出した ほとんどの水田は稲作基地としてそれぞれ

県農業局 (180畝)と大規模農家 (700畝)に貸出

した.残った水田は養鶏場 (3畝)，養豚場 (8畝)

及び幼児園の農業体験農園 (6畝)として貸出され

ている.土地合作社という組織化の役割を活かした

農地資源の効率的配分を実現できた結果，農家の収

入は大幅に増加したと聞きとっている.

( 62 ) 

5.終わりに

本稿では湖南省の調査事例を用いて，今までの研

究では扱われることはなかった違法な農地流動化の

実態と，その要因を明らかにしながら，その抑制策

である土地専業合作社の役割を検討した.湖南省長

沙市近郊では違法な農地流動化は，①強制的な農地

集積，②商企業者の農地流動化での契約不履行，③

地方政府による地代の横取り，④裏転用として現れ

ている.その要因は，主に地方政府の失敗であり，

行政の過剰対応または対応不備，農家の農地請負経

営権への不正侵害という 2つの要因である.そして，

政府の過剰対応または対応不備は，実態①と実態②

の現象を引き起こし，農地請負経営権に対する不正

侵害は，実態③と実態④の問題を引き起こした.

一方で長沙市近郊では，土地専業合作社の設立を

通じ， r組織」の役割を活かして，違法な農地流動

化を抑制することが進められている 「市場」や「政

府」が失敗しても， r組織」によってこの違法問題

を解決することができる事例であるということがい

えよう.
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