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中国の条件不利地域における経営農地の大規模化の停滞
──吉林省長白県を事例として──

全　　勇*・高柳長直**

要約：中国では請負農地の流動化が促進され，一部の農村地域では農地の経営規模拡大が進んだ。一
方，条件不利地域では依然として経営規模が小さく，経済格差の問題も深刻化している。本稿では，
条件不利地域における経営農地の大規模化の停滞とその要因について明らかにすることを目的とし
た。調査地域である吉林省長白県では，農業基盤が弱く，それどころか，地域内の農地総面積でさえ
減少する傾向である。また，農地利用権の流動は停滞し，農業の経営規模も小規模段階を脱していな
い。停滞の要因としては，第 1 に，農地が分散錯圃の状態であるので，村集団の仲介による農地の大
規模経営を形成することが困難であった。第 2 に，若年層が出稼ぎにいっても，高齢者が農村に残さ
れることで農地利用権の流動が促進されなかった。第 3 に，個々の農家では，公共目的での農地転用
への期待が高まり，高額な補償金を入手しようとするため請負権を手放さない状況であった。

キーワード：条件不利地域，利用権の流動，規模拡大，分散錯圃

Ⅰ．　は じ め に

　中国では 1980 年代に人民公社から農業生産請
負制への転換を行い，集団による管理体制の形態
から，各農家単位で生産・出荷および経営を管理
する形態へと変化した。その結果，農村において
経済成長が急速に高まった。
　このような変化によって食糧1）不足問題は解決
されたが，零細な小農経営が支配的な状態になっ
た。加えて，1988～1992 年にかけて郷鎮企業の
成長率は低下し，その後は食糧の過剰基調が発生
した。この背景のもとで実施された食糧作物の流
通・価格自由化政策によって食糧の市場価格が下
落し，一部の地域ではわずかな期間に 2～3 割の
価格低下も発生した（大島，1996：79）。そのため，
急速に成長する都市経済と停滞する農村経済との
格差は大きくなり，農村人口の都市への移動が膨
れ上がった。一方，農家経営のさらなる安定化を
図るため，1993 年に中国共産党・中央国務院から，

「当面の農業・農村経済発展に関する若干の措 

置」2）の通達が出され，土地の請負期間は，元の
土地請負期間が終了した後も，さらに 30 年間延
長することとされた（河原，2005：6）。この通達
では請負農地3）の頻繁な変動を防いで耕作者の土
地に関する安心感を担保するため「人口が増えて
も土地を増やさず，人口が減っても土地を減らさ
ない」という土地調整の停止勧告がなされた。こ
れは家族人数の増減による配分農地のさらなる調
整を行わないことを意味する。
　農業に依存する農家が経営農地の規模拡大を
行って経営基盤を強化することが，農村経済を振
興させるための焦眉の課題であった（馬ほか，

2014）。そのためには，農家間や他の農業経営体
との間で農地の請負経営権を移動させる利用権の
流動（以下，利用権の流動とする）が求められる。
2003 年には農村土地請負法が施行され，30 年間
の請負期間中は農地の農家からの回収および調整
を行わないことが，第 26 条と第 27 条に明記され
た。その結果，自己の経営農地を少なくとも 30
年間は安定させることが可能となり，農地の利用
権の流動を促進させることになった。さらに農村
土地請負法には，請負経営権に関する規定が盛り
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込まれ，利用権の流動化の法整備が進められた。
2005 年には「農村土地請負経営権流動管理法」
が公布され，農地請負経営権に関してより詳しく
規定された。2007 年には農地請負経営権に関す
る「中華人民共和国物権法」が定められ，農家の
農地利用権がより保護される（第 125 条）とともに，
利用権の交換・譲渡等が認められる（128 条）こ
とになった。また，2008 年の 10 月に開催された
中国共産党 17 期三中全会では「農村改革発展を
促進する過程における若干の重大の問題に関する
決定」が公表され，農業の経営規模の拡大を進展
させる方向が示された。2013 年に公表された中
央一号文件では，農業経営における集約化と専門
化を進め，農地の経営権を規模拡大が進んでいる
経営者などへの集中が重要な課題とされた。これ
らの政策により中国における利用権の流動化は促
進され，規模拡大の経営も増加した。ただし，中
国の農村は多様であり，地域の実情に合わせた利
用権の流動が求められている。
　中国における利用権の流動の主な方式として
は，転貸（転借），譲渡，交換，リースがあげら
れる4）。農地の転貸とは , 農家が請負農地を同じ
農民集団組織5）に属する別の農家へ流動させるこ
とである。転貸後の請負権は変化せず，貸し手が
土地に関する責任と義務を負う。ただし，流動の
際の契約によっては，借り手も一定の責任が求め
られる。農地の譲渡とは , 農家が農地の請負権の
一部または全部を，その農地を耕作する別の農家
へ引き渡すことである。譲渡によって土地の責任
や義務も相手方に移転することになる。なお，他
の集団経済組織の農家への流動も可能であるが，
譲渡はいずれの場合も農民集団組織の同意が事前
に必要である。農地の交換とは，農地の請負側が
耕作などの利便性を考え，自分の請け負った農地
を，同じ農民集団組織に属する別の農家と取り替
えることである。農地のリースとは，農家が請負
農地の一部または全部を別の農家や企業などに貸
し出すことである。農地を借りる側は，貸し手と
は別の農民集団組織の農家や企業であり，この点
で転貸と区別される。

　利用権の流動化は，農家間の家族人数のアンバ
ランスや農外就労といった事情によって促進さ
れ，一部の農村地域では食糧作物の大規模栽培が
みられるようになった。このような動向に対して，
董・菅沼（2010）では黒竜江省における朝鮮族の
村を事例として，農地経営権の流動化の現状を明
らかにし，この地域における稲作経営の大規模化
の存立条件について検討した。とくに朝鮮族の住
民が出稼ぎを行うことで相対的に農家が減少し，
農地の余剰が生まれ，利用権の流動化率が高く
なったことを指摘した。兪（2011）では，経済発
展が進んでいる蘇南地域における稲作経営の大規
模化を事例に，利用権の流動化のプロセスと支援
政策の意義について解明し，政府による支援政策
は利用権の流動化や集約化の促進に決定的な役割
を果たしていると指摘した。また，利用権の流動
化の背景には，地域の非農業セクターの高い経済
発展水準，農村労働力の減少および農業の担い手
の高齢化があると論じた。
　現在，中国の農村地域では，農業の低生産性や
農民の貧困などの問題が山積している。経営農地
の大規模化は，これらの問題の解決にあたって，
一定の効果を発揮すると考えられている。経営農
地の大規模化によって，規模の経済性を高めると
ともに，単位面積当たりの労働力を減じることで，
1 人当たりの所得の向上を図ることが可能とな
る。しかしながら，規模拡大が進展している地域
は，地域経済が一定の水準にあったり，開発可能
な土地資源が多かったり6），労働力の移動が多
かったりするところである。一方中国では，山林
が多く占め，農業経営も零細で，経済の発展が遅
れている条件不利地域も広範にみられ，農村間の
地域格差の問題も深刻化している。
　利用権の流動の地域差については，近年，中国
の研究者によって明らかにされつつある。趙ほか

（2011）では，経済の発展が進んだ平地農村と遅
れた山間農村との利用権の流動には，流動の方式
や流動の期間に大きな差異が存在していると論じ
た。発展地域の利用権の流動は，主に譲渡方式で
長期間流動であるが，後進地域では主に転貸の方
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式で短期間流動であった。後進地域では，非農業
セクターの発展が遅れているため，農地が最終的
な生活手段として留保される傾向があるという指
摘は重要である。社ほか（2015）では，吉林省の
利用権の流動の地域差について，平原地域の西部
から山間地域の東部にかけて段階的に利用権の流
動の割合が低くなることと，主な流動方式が地域
によって異なることを指摘した。
　このように，山間農村は，経済発展の著しい平
地農村よりも利用権の流動が進展しないことが明
らかにされてきた。山間農村の利用権の流動の実
態と農業経営の現状については，蔡（2010）によ
る現地調査の報告がある。利用権の流動は小規模
な段階にとどまり，しかも農家間の相対による流
動が多く，村民委員会等の農民集団組織を経由し
た法律的な効力をもつ流動は少数であることを指
摘した。流動の方式も親戚や友人への個人的な委
託や賃借等が多く，農家間の農地交換は少ないな
がらみられるものの，交換後の経営規模や経営方
式が変わらないため，大規模経営が成立していな
い。つまり，経営は零細なままで農業の収益性も
低い状態を脱していない。農地の交換が困難な要
因として，鐘・王（2010）は，江蘇省および黒竜
江省を対象とした農家調査の結果をもとに，圃場
規模が農家間で異なることや農家の土地に対する
依存心が高いことをあげている。また，山間農村
では，一般に農家の法律的な知識が乏しく，村の
幹部も利用権の流動に対する意識が低いことか
ら，農地をめぐって金銭的なトラブルが生じかね
ないことが利用権の流動を抑制している可能性も
ある（胡，2011；楊・李，2011）。
　以上のように，中国の農地利用権の流動に関す
る既存研究では，流動率の地域差が明らかにされ，
非農業セクターの発展が進んだ東部地域では安定
的な農外収入により農家の農地に対する依存度が
低く，利用権の流動が進んだとされた。また，未
開発の農地や出稼ぎによる余剰農地の発生も経営
農地の大規模化に結びつくことが明らかにされ
た。しかし，このような条件を満たさない農村地
域も多く存在しており，そのような地域の衰退は

深刻である。しかしながら，具体的な経営農地の
大規模化の停滞要因を，地域の特性や個別農家の
請負状況および圃場の条件から分析したものは十
分ではない。
　したがって本研究では，条件不利地域における
個別農家の経営農地の変化を，圃場の条件や利用
権流動の実態から分析を行い，経営農地の大規模
化が停滞する要因について明らかにすることを目
的とする。研究課題を進めるために，吉林省白山
市長白朝鮮族自治県（以下，長白県）で現地調査
を行った。長白県を選定した理由は，この地域の
自然条件が厳しく，農地も少ないため，農業だけ
で生活を維持することが困難であり，交通も不便
で大都市などの市場からの距離も遠く，条件不利
性が強いことがあげられる。
　以下では，まず長白県の全体における農家の労
働移動と農地規模の変化について明らかにし，地
域の利用権の流動の現状についても把握する

（Ⅱ）。次に，利用権の流動のプロセスと圃場の特
徴について考察を行い，経営農地の大規模化に影
響する要因について分析する。ここでは，とくに
長白県の中で農家人口と農地面積が最も多い馬鹿
溝鎮を取りあげ，鎮政府と鎮内の一つの村の村民
委員会会員および農家への聞き取り調査や収集し
た資料をもとに考察する（Ⅲ）。続いて，農家に
対する聞き取り調査を通じて，利用権の流動の実
態および経営農地面積の変化について明らかに
し，規模拡大の停滞の要因について考察する（Ⅳ）。

Ⅱ．　長白県における農家の労働移動と利用権
の流動

　⑴　長白県の概要と労働移動
　長白県は吉林省の最南部に位置し，北朝鮮との
国境を構成している鴨緑江に接している。中国の
国家的スケールでみても，吉林省の地域的スケー
ルでみても，地理的に周辺部に位置づけられる。
2008 年に，県政府のある長白鎮から約 140 km 離
れたところに空港が開港してアクセスはかなり改
善されたが，それまでは大連からバスで 20 時間
以上かかるというまさに陸の孤島であった。
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　2014 年現在，長白県の総人口は約 8.2 万人であ
る。このうち農家人口7）は 41％を占めており，
長白県の人口の 45％が中心都市である長白鎮に
集中している。元来，この地域は朝鮮族の居住地
であり，長白鎮は北朝鮮との交易拠点の一つで
あった8）。長白県の大半は山間地で，鴨緑江沿い
および支流の谷筋にわずかに平野がみられるにす
ぎない。2014 年現在，長白県の総農地面積は約 7.5
万ムーであり，その 95％以上が畑である。栽培
作物は主にトウモロコシ，大豆，水稲であり，ト
ウモロコシと大豆の栽培面積は合わせて約 6 万
ムー，水稲は約 3,000 ムーである。ほかには漢方
薬などの経済作物が約 1 万ムー栽培されている
が，ビニールハウスや日光温室9）での園芸作物は
合わせて約 800 ムーと少ない。農作業の機械化は
遅れており10），収益性が高い11）とはいいがたい。
　2000 年から 2014 年にかけての人口動態をみる
と，農家数では約 20％の増加をみたのに対し，
農家人口はほとんど変化していない（表 1）。長白
県では農業基盤は弱いが，都市部である長白鎮を
除くと，農外収入で生活している人は限られてい
る。長白県全体で，主として農外収入で生活して
いる農家（第一次産業による収入が家庭収入の 50％未

満）は 24％にとどまっている（図 1）。1 人当たり
の農地面積が小さいにも関わらず，4 分の 3 以上
の農家は農業に依存している。これは，とりもな
おさず，長白鎮以外の地域では農業以外の就業先
がほとんどないことを意味している。所得の増加
を図ろうとすれば，必然的に地域外で仕事を確保
しなければならない。
　2000 年と 2014 年の統計をみると，農家人口が
大幅に増加したのは中心都市である長白鎮のみで
ある（表 1）。これは，馬鹿溝鎮からの転入ではな
いかと考えられる。馬鹿溝鎮は，農家人口の規模
では県内最大で，長白鎮に隣接している。ただし，
県内最大の都市といえども，雇用を吸収できてい
るわけではない。むしろ，長白鎮は最大の出稼ぎ
移出地区である。2014 年の出稼ぎ者数は 701 人
であり，これは長白鎮における農家の労働力12）

の 57.9％を占めている。2000 年から 2014 年にか
けて長白県では出稼ぎが著しく増加し，その数は
約 1,800 人から 3,425 人までの約 2 倍弱になった。
出稼ぎの中でも長期出稼ぎが多くなり，2000 年
の 903 人強から 2014 年の 3,221 人に増加し，長
期出稼ぎの割合も約 50％から 94％になった。長
期出稼ぎのうち 46％が吉林省以外の遠方で行わ

表 1　長白県における農家人口の労働力構造（2000 年，2014 年）
（単位：戸，人，％）

郷鎮
農家数 農家人口 労働力 第一次産業 出稼ぎ 長期出稼ぎ

2000 年 2014 年 2000 年 2014 年 2000 年 2014 年 2000 年 2014 年 2000 年 2014 年 2000 年 2014 年

馬鹿溝鎮 2,509 2,536 8,777 7,754 3,884 4,040 2,462（63.4） 2,347（58.1）   413（10.6）   591（14.6） 163（ 39.5）   528（ 89.3）

八道溝鎮 1,500 1,640 5,304 5,168 2,090 3,412 1,205（57.7） 2,017（59.1）   501（24.0）   584（17.1） 201（ 40.1）   584（100.0）

十二道溝鎮 1,470 2,163 5,121 5,060 2,057 2,485 1,208（58.7） 1,704（68.6）   268（13.0）   175（ 7.0） 171（ 63.8）   175（100.0）

十四道溝鎮 1,230 1,242 3,996 4,003 1,651 1,656 1,253（75.9） 1,017（61.4）   360（21.8）   450（27.2） 175（ 48.6）   450（100.0）

長白鎮 852 1,694 2,499 3,499 925 1,211   720（77.8）   556（45.9）    27（ 2.9）   701（57.9）  19（ 70.4）   701（100.0）

新房子鎮 905 1,055 2,899 3,205 1,246 1,745   900（72.2）   680（39.0）   160（12.8）   420（24.1） 102（ 63.8）   282（ 67.1）

金華郷 723 799 2,249 2,389 830 839   587（70.7）   549（65.4）    71（ 8.6）   290（34.6）  71（100.0）   290（100.0）

寶泉山鎮 700 681 2,228 2,121 1,112 1,301 … 1,052（80.9） …   211（16.2） …   211（100.0）

合計 9,889 11,810 33,073 33,199 13,795 16,689 8,335（65.7） 9,922（59.5） 1,800（14.2） 3,425（20.5） 902（ 50.1） 3,221（ 94.0）

（出所）長白県農業局の資料により作成。
（注）1）第一次産業欄の（ ）内の数値は労働力に占める割合である。
 2）出稼ぎ欄の（ ）内の数値は労働力に占める割合である。
 3）長期出稼ぎ欄の（ ）内の数値は出稼ぎに占める割合である。
 4）2000 年の第一次産業，出稼ぎ，長期出稼ぎ欄の合計は「寶泉山鎮」を除いた数値である。
 5）…は不明。
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れており，これらの人は中国の大都市や外国で働
いている13）。
　以上のように，長白県は中国経済の中心から地
理的に遠く，条件不利地域に位置づけられ，農業
の生産力も弱く，出稼ぎ者を多数輩出している。
一方で，高齢者などが農村に滞留し，農業基盤が
弱い条件不利地地域では，経済発展から取り残さ
れている。

　⑵　請負農地の規模と利用権の流動の現段階
　長白県では，元々配分された請負農地が少な
かった。そうした状況が 21 世紀に入って改善さ
れるどころか，むしろ悪化している。長白県の請
負農家数は 2000 年の 8,698 戸から 2014 年の 8,554
戸まで 2％減少し，請負農地面積は 2000 年の
69,748 ムーから 2014 年の 59,405 ムーまで 15％減
少した。その結果，1 戸当たりの平均請負農地面
積も 2000 年の 7.8 ムーから 2014 年の 6.9 ムーま

図 1　長白県における専兼別農家数の割合（2014 年）
（出所）長白県農業局の資料により作成。
（注）「農業専従農家」は第一次産業による収入が家庭総収入の 80％以上，「農業主の兼業農家」は第一次産業による収入が家庭総収入の 50％～

80％，「非農業主の兼業農家」は第一次産業による収入が家庭総収入の 20％～50％，「非農業専従農家」は第一次産業による収入が家庭総収
入の 20％以下の農家である。

図 2　長白県における農地面積の規模別農家数（2014 年）
（出所）長白県農業局の資料により作成。
（注）50～100 ムーの農家は図中で判別しにくいが，馬鹿溝鎮に 3 戸みられる。
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で 11％縮小した。
　さらに，長白県では，図 2 に示すように農地規
模が 10 ムー以下の農家が多く，約 90％を占めて
いる。30 ムー以上の経営はわずかに 18 戸しかな
く，しかもすべて馬鹿溝鎮の農家である。鴨緑江
の右岸に位置する馬鹿溝鎮は，比較的条件に恵ま
れているとはいえ，その農家が吉林省の稲作地帯
などと比べて大規模経営とはいいがたい。今や吉
林省の平場水田地帯では，1,500 ムー（100 ha）以
上を経営する生産者の農地面積の合計は約 15％
も占めており（劉・八木，2010），生産性の地域格
差はきわめて大きなものとなっている。
　これは，長白県において利用権の流動が停滞し
ていることに起因している。表 2 は 2014 年長白
県における請負農地の流動面積の規模と流動方法
を示している。長白県における利用権の流動面積
は 2,650 ムーで全体のわずか約 4.5％にすぎない。
これは，規模拡大が進んだ地域とは大きな差異が
みられる。江蘇省の古里鎮・辛庄鎮・尚湖鎮では，
流動率 58％～78％（兪，2011），黒竜江省の永楽村・
和平村では流動率 71％～96％（董・菅沼，2010）

に達しており，長白県の利用権の流動がきわめて
低い段階にとどまっていることがわかる。
　以上のように，長白県は農家の経営農地面積が
小さく，さらに縮小する傾向がみられる。また，

利用権の流動化においても規模拡大が進んだ地域
とは大きな差異が存在し，停滞する傾向であった。
加えて，前述の 2000 年と 2014 年の長期出稼ぎ人
口と労働人口について比較すると長期出稼ぎ人口
は増加したものの，労働力人口も約 3,000 人増加
したことにより，長白県では農家の労働力 1 人当
たりの農地面積はほとんど変わらず，農地規模の
拡大は進んでないと考えられる。

Ⅲ．　馬鹿溝鎮における利用権の流動のプロセ
スと経営規模

　⑴　馬鹿溝鎮の利用権の流動のプロセス
　利用権の流動はどのように行われているのかと
いうことを明らかにするために，長白県の中でも
農家人口が最も多く，第一次産業従事者数の労働
力に占める割合が県全体とほぼ同じである馬鹿溝
鎮を事例としてみていく。馬鹿溝鎮では，農家人
口の労働力のうち，第一次産業に従事する割合は
58.1％，長期の出稼ぎ者数の割合は 13.1％である。
　馬鹿溝鎮において利用権の流動は，村民委員会
を通して行うもの（村民委員会経由型）と，農家ど
うしで行うもの（個人間相対型）とに大別される。
村民委員会経由型の利用権の流動は，さらに自発
型と仲介型の 2 種類に分けられる（図 3）。
　自発型とは，主に農家が自ら進んで他の農家と

表 2　長白県における請負農地の流動面積（2014 年）
（単位：ムー，％）

郷鎮 総請負農地面積 利用権の流動面積
転貸① 譲渡② 交換③ リース④ 予備地

村内流動 村内，村外 村内流動 村外流動 村所有地

馬鹿溝鎮 19,357   677（ 3.5） 0 634 0 43 254

八道溝鎮  7,238    47（ 0.6） 47 0 0 0 0

十二道溝鎮  7,686     4（ 0.1） 0 4 0 0 491

十四道溝鎮  8,719    39（ 0.4） 39 0 0 0 1,378

長白鎮  2,048    60（ 2.9） 15 30 0 15 75

新房子鎮  4,689   217（ 4.6） 0 217 0 0 0

金華郷  6,473 1,429（22.1） 453 956 20 0 0

寶泉山鎮  3,195   177（ 5.5） 96 81 0 0 0

合計 59,405 2,650（ 4.5） 650 1,923 20 58 2,198

（出所）長白県農業局の資料により作成。
（注）1）この地域における利用権の流動の方式は①～④であり，総流動面積＝① + ② + ③ + ④である。
 2）予備地は機動地ともよばれ，配分後に増えた人口への利用権取得権を保障するために行われる。農地利用権の割り替えの際に利用される。
 3）請負農地流動面積欄の（　）内の数値は総請負農地面積に占める割合である。
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相談し，村民委員会に申請して許可を得た上，自
分の農地を流動させることである。農地の借り手
は 50～60 代の人が多く，長期出稼ぎによる就労
だけではなく当地の日雇いにも採用されないケー
スが多い。それゆえ，収入の増加を図るには経営
農地の規模拡大が必要であった。貸し手の多くは
出稼ぎによる他出者であり，流動期間は比較的長
期（約 3～5 年）であることが多い。農地の荒廃を
避け，また法律的な裏付けも考えながらこのよう
な流動タイプを選択される傾向にある。
　仲介型とは，農家および村の農地を村民委員会
に委託し，企業，農民専業合作社，大規模農家な
どに農地を転貸・リース・譲渡することである。
村民委員会を通すタイプでは，仲介型が 68％を
占めている。
　このタイプで借りられた農地は，食糧作物では
なく主に経済作物の栽培用であった。冬季が長い
当地では野菜の価格変動が大きく，一部の農家や
団体ではハウスや日光温室を利用した野菜などを
栽培するため農地を借りた。ただし，そのために
は農地や施設の整備といった初期投資を必要とす
る。とくに，堆肥を投入して土づくりを行い一定
の収穫が得られるまで 2～3 年はかかるので，少
なくとも 10 年の契約期間が必要とされ，借り手
は比較的長期間にわたる農地の利用期間を求め
た。

　このように村民委員会経由型では，契約期間が
長期にわたっていることが特徴である。契約期間
が 10 年以上のものは，その 97％を占めている。
ただし，契約期間は農地の種類によって異なる。
食糧畑と水田では最長 30 年，野菜畑・ビニール
ハウス・日光温室では最長 25 年である。地域で
農作業に従事する人は 50 歳以上が多く，大半の
人は教育水準が低いので土地に関する複雑な責任
や義務など法律的な知識に乏しい状況である。し
たがって農地の利用権を流動させる際には請負権
を完全に移転するほうがより理解しやすく，実施
しやすい。そのため流動の方式も譲渡が多く，
2015 年 5 月まで流動農地の約 84％が譲渡であっ
た。1 年間の地代は，食糧畑 600 元 / ムー，水田
870 元 / ムー，野菜畑 2,500 元 / ムー，ビニール
ハウス 4,000 元 / ムー，日光温室 6,000 元 / ムー
である14）。
　個人間相対型は農家間の自主的な農地利用権の
流動であり，統計には表れてこないが，昔から行
われてきた。村民委員会を通さないため，農地の
賃借等の条件は双方の合意があればよいので自由
度が高い。複雑な手続きの必要もないため，貸し
手と借り手のマッチングがうまくいけば手軽に行
うことができる。ただし，法的裏付けに乏しいた
め，双方の信頼関係が重要であり，地縁・血縁の
ある親戚・友人間にほぼ限られる。一般に契約書

図 3　農地利用権の流動のプロセス
（出所）村民委員会及び農家での聞き取り調査により作成。
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を交わすことは少なく，1 年単位の口約束である
ことが多い。
　このタイプにおける利用権の流動は，主に貸し
手の側の高齢化や担い手の不足が原因である。圃
場は山間部の傾斜地であることが多く，これらの
農地は土地生産性および通い耕作等の条件が悪
い。加えて，友人や親族との人間関係を維持する
ため，できるだけ安い価格で農地を貸すことが多
く，1 年当たり 300～400 元 / ムーで農地が賃借
され，なかには無料の場合もある。
　個人間相対型はあくまで農家間での利用権の流
動であり，比較的新しい協同組合である農民専業
合作社や企業との間の場合は，必ず村民委員会を
通している。企業が農家の農地を借りる際には，
企業側と県政府の開発局と相談し，農民は村民委
員会の幹部と相談する。さらに，県政府と村民委
員会で具体的な方法について相談し，農家への金
銭補償額や条件を決める。本来は土地補償費の約
20％が手数料として村民委員会に入るが，2010
年からその手数料の 80% が農家側に還付される
ことになったので，農家としてはより有利になっ
た。
　企業が農地を借りる際には比較的広い農地を求
める傾向にあるが，当地において農地は小面積で
各農家に配分された。そのため，大規模な農地を
入手するためには，多くの農家と交渉する必要が

あり，長期間にわたることもある。
　ただし，農家は生活する上での最後の頼みの綱
として農地を留保することが多いので農地に対す
る執着が強く，利用権の流動に対する補償価格を
高い水準を要求しがちであり，このようなことが
利用権の流動の停滞要因の一つである。
　⑵　圃場の特徴
　長白県における圃場の特徴について，S村を事
例に分析してみる。S村は馬鹿溝鎮の東北部に位
置し，長白鎮との距離は約 7 km である。山の奥
に位置する山間地農村であり，鴨緑江支流の谷筋
に農地が開墾されている。村の多くは山に囲まれ
て林地が広がり，農地の傾斜度が大きいところが
少なくない。総農家数は約 160 戸であるが，この
うち 128 戸の農地面積，圃場数，世帯人数などの
データを村民委員会から入手した。この地域では
戸籍上には記載されているが居住の実体がない農
家もみられ，実質的な居住者はほぼすべてカバー
されているとみなしてよい。
　S村の請負農地の総面積は 694.9 ムー，圃場の
総数は 493 筆である（表 3，表 4）。圃場 1 筆当た
りの面積は 1.4 ムーとなり，きわめて零細である
ことがわかる15）。世帯の人数が増えるに従い，請
負農地の面積は増える傾向にあるが，世帯人数が
9人や 10 人の場合は 8人よりも少なくなってい
る。これは，土地の請負権を配分した後の婚姻や

表 3　S 村における農家の世帯人数による農地の圃場数と農地面積
世帯人数

（単位 / 人）
農家の数
（戸）

圃場数の範囲
（筆）

総圃場の数
（筆）

平均圃場の数
（筆）

農地面積の範囲
（ムー）

総請負農地面積
（ムー）

平均請負農地面積
（ムー）

1 3 1，4 6 2.0 1.1～2.1 4.5 1.5

2 12 1～5 37 3.1 1.5～4.3 33.0 2.8

3 28 1～5 102 3.6 1.6～7.1 123.8 4.4

4 33 3～6 136 4.1 1.8～8.0 170.4 5.2

5 20 3～6 81 4.1 2.6～8.4 114.6 5.7

6 14 3～6 57 4.1 2.5～10.9 98.2 7.0

7 7 2～5 25 3.6 5.4～9.4 49.5 7.1

8 5 4，5，7 25 5.0 4.8～13.3 49.3 9.9

9 5 3～5 20 4.0 6.3～11.7 45.9 9.2

10 1 4 4 4.0 5.4 5.6 5.6

全体 128 1～7 493 3.9/ 戸 1.1～13.3 694.9 5.4/ 戸

（出所）村民委員会及び農家の聞き取り調査により作成。
（注）死亡や婚姻などにより，請負農地の配分時から世帯人数が変化した世帯もある。
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子供の出生など世帯人数の変化が原因であった。
4人世帯が最も多く全体の4分の1を占めており，
次いで 3人世帯，5人世帯の順となり，平均する
と 4.5 人である。ここから計算すると，S村にお
ける農家人口 1人当たりの農地規模は 1.2 ムーに
すぎない。吉林省では平均 6.1 ムーであり，同省
の中で低いのはもちろん中国全体の平均値である
1.8 ムーと比較しても 3分の 2 の水準にとどまっ
ている。それゆえ，当地域では請負農地の小規模
性が著しいことがわかる。
　農家 1戸当たりの圃場の数は 1筆から 7筆であ
り，平均値は 3.9 筆である。各農家の圃場は必ず
しも隣接しておらず，団地化されていない。つま
り，分散錯圃の状態である。これは，村民委員会
によると，農地を配分する際，平等原則が機能し

た結果である。狭い村であるが，山に近いため農
地によって傾斜度が変化し，農地の土地条件が異
なる。元来，この地域における農地は平場水田，
平場畑地，傾斜畑地に大別され，これらの農地を
農家の家族人数によって配分された16）。平場水田
と平場畑地は単収が高く，通い耕作も容易である。
各農家にはこのような優良農地とそうではない傾
斜畑地をセットにすることで，農家間の公平性を
保つ必要があった。
　以上のように，各農家単位でみるときわめて零
細な分散錯圃の状態であり，農地集約を行うこと
に非常に多大な労力を必要とする。また，地区（表

4）を越えると農地は互いに隣接しないところが
ほとんどで，同じ地区内でも道路や地形によって
圃場が分断されているところが多い。団地化を形
成しにくいことから，この地域では経営農地の規
模拡大が一定程度進んでも機械投入による省力化
やコスト削減効果はあまり大きくはないと考えら
れる。こうしたことが，農地の規模拡大を阻害し
ているといえる。

Ⅳ．　農家の利用権の流動と経営農地面積の変
化

　農家ごとの個別の事情と利用権の流動の実態を
把握するために，S 村において 20 戸の農家に対
して聞き取り調査を行った。その結果，多くの農
家では経営する農地面積が配分時よりも減少した
ことが明らかになった。図 4 は，調査農家 20 戸
の 1997 年に配分された請負農地の面積と 2014 年
現在の経営農地面積の変化を示している。図中の
斜線よりも下の農家は農地面積が減少したことを
示しており，13 戸が該当する。面積に変化がな
かったのは 5 戸であり，増加したのは 2 戸である。
農地減少の原因のうち，他の農家への賃借などに
よって農地として有効活用されているケースは少
なく，3 戸合わせて 7.0 ムーにとどまる（表 5）。
むしろ，道路や河川などのインフラストラク
チャーへの農地転用や退耕還林による農地の純減
のほうが多い。転用された農地の請負権は，政府
が補償金を農家に支払って回収された。補償金の

表 4　S 村の農地所在地ごとの圃場数
番号 所在地 土地の特性 筆数（493）

① 上旬子 △ 62

② 大片地 □ 61

③ 河西大片地 □ 49

④ 村東水田 ○ 42

⑤ 大葡萄溝門 △ 36

⑥ 宋寡婦水田 ○ 34

⑦ 大石頭窝子 △ 29

⑧ 老婆口 □ 29

⑨ 養蜂場 □ 21

⑩ 村後台子 □ 18

⑪ 塌砬子 △ 17

⑫ 橋頭馬棚 □ 16

⑬ 村後山坡 △ 13

⑭ 張焕林地 □ 13

⑮ 大葡萄溝平台 □ 10

⑯ 河南自留地 ○ 10

⑰ 大葡萄溝 □  7

⑱ 王正瑞地 □  5

⑲ 硬玉田地 □  5

⑳ 一号橋 △  4

㉑ 白石砬子 △  4

㉒ 李万浩地 ○  3

㉓ 王中瑞地 □  3

㉔ 二号闸 △  2

（出所）S 村の村民委員会及び農家の聞き取り調査により作成。
（注）1）土地の特性の△は傾斜畑地，□は平場畑地，○は平場

水田（現況で畑地に変化しているものも含む）である。
 2）番号と土地の特性の記号は表 5 と対応する。
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表 5　個人農家における就業状況および農地の所在と減少の原因
（単位：ムー）

農家番号 家族人数 就業者 圃場の位置と面積の減少 農地減少の原因 経営面積の変化

1 7

戸主（67）
妻
父
母
長男
長女　　　▲
次女　　　▲

○④ 2.0　　→　1.5 減
△⑬…
○⑯ 2.5　　→　2.5 減
△⑳…

道路への転用

道路への転用

9.0
↓
5.0

4.0 減

2 6

戸主（40）
妻
長男
父
兄　　　　▲
弟　　　　▲

△①：1.1　→　0.2 減
△⑦：2.0　→　0.5 減
□⑧：3.0　→　3.0 減
□⑩：1.0

道路への転用
河川修繕

…

7.1
↓
3.4

3.7 減

3 5

戸主（89）
長男　　　▲
長女
次女　　　▲
三女　　　▲

　　　…
　　　…
　　　…

賃貸
賃貸
賃貸

3.4
↓
3.4

3.4 減

4 3
戸主（49）
妻
長男　　　▲

△①：2.5　→　2.5 減
△①：1.5　→　0.5 減
△⑪：1.0

退耕還林
道路への転用

5.0
↓
2.0

3.0 減

5 6

戸主（76）
長男
次男　　　▲
長女
次女　　　▲
三女　　　▲

○④：2.2
□⑧：…　→　3.0 減□⑨：…　→ 賃貸

5.2
↓
2.2

3.0 減

6 5
戸主（70）
妻
次男　　　▲
次男の妻

△①：2.0　→　0.6 減
△①：1.0　→　1.0 減
□③：1.2　→　0.6 減
□⑱：1.6

道路への転用
退耕還林

道路への転用

5.8
↓
3.6

2.2 減

7 2
戸主（76）
妻

△①：1.2　→　0.6 減
△⑦：1.0　→　1.0 減
□⑩：0.6
△⑪：0.8

道路への転用
防護林

3.6
↓
2.0

1.6 減

8 9

戸主（36）▲
妻　　　　▲
父
母
弟　　　　▲
弟の妻

□②：3.0
□②：1.5
□②：2
○④：3.0　→　1.5 減 戸籍移動

9.5
↓
8.0

1.5 減

9 6

戸主（69）
妻
長男　　　▲
長男の妻　▲
長女　　　▲

△⑤：1.6
□⑫：2.0
□⑮：3.0
□⑱：2.8　→　1.0 減 道路への転用

9.4
↓
8.4

1.0 減

10 3
戸主（38）▲
父
母

△⑤：1.0
□⑫：1.2
□⑮：1.8　→　0.7 減
□⑱：1.5

祖父の死亡による荒廃

5.5
↓
4.8

0.7 減

11 4
戸主（53）
妻
長男　　　▲

□②：0.9
○④：1.5　→　0.6 減
□⑨：2.1
△㉑：1.3

譲渡
5.8
↓
5.2

0.6 減

12 6
戸主（40）▲
妻
長男　　　▲
三男　　　▲

△①：0.5　→　0.5 減
△①：1.5
△⑪：1.0

道路への転用 3.0
↓
2.5

0.5 減

13 4
戸主（58）
妻
長男　　　▲
次男　　　▲

□③：1.8　→　0.1 減
△⑤：1.2
△⑦：2.1
△⑦：3.0

河川修繕 8.1
↓
8.0

0.1 減

（出所）S 村の村民委員会及び農家の聞き取り調査により作成。
（注）1）戸主の（　）内は 2015 年現在の年齢を示す。
 2）▲は出稼ぎなどの非農業収入を中心とすることを示す。
 3）「圃場の位置と面積の減少」の記号と番号は表 4 と対応する。
 4）…は不明。
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金額は，転用農地の位置や生産力などによって異
なるが，1 ムー当たり 3～7 万元であった。転用
面積が最も大きい No.1 農家によると，県道の拡
幅工事の際，元の道路の両側にあった農地（約 4

ムー）は，1 ムー当たり 7 万元で請負権が回収され，
道路として使用されるようになった。No.1 農家
が手にした総額は約 30 万元にのぼり，農家の平
均年収が 1 万元弱の長白県においては法外な金額

であった。
　長白県財政支出は財政収入をはるかに上回り，
そのうち基礎支出と農業支出はこの 10 年間急速
に増加している（図 5）。公共工事が含まれる基礎
支出はさらなる増加が見込まれる。長白県には高
速道路が通じていないことからわかるように，全
国的水準からみて交通インフラが整備されていな
いからである。今後も農地転用が進むことが予想

図 5　長白県の財政収支と基礎支出の推移
（出所）吉林省統計局『吉林省統計年鑑』2005 ～ 14 年各版により作成。

図 4　事例農家の 1997 年当初の請負農地面積と 2014 年現在の経営農地面積の変化
（出所）村民委員会及び農家の聞き取り調査により作成。
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され，この地域の農家は自己農地の公共用地への
転用期待をもつようになり17），農地の請負権の放
棄につながる譲渡などの農地集積に躊躇するよう
になった。つまり，公共用地への高い補償額が，
農業の経営規模拡大を阻んでいる。
　ほかにも，高齢化や死亡等により地力の弱い農
地や村から遠く離れた農地が荒廃することによっ
て経営農地が減少するケースもある。現地調査に
よると畑で働いている多くの農業者は 50 代以上
であり，栽培されている作物も多くは大豆かトウ
モロコシであった。交通インフラ等の整備に伴い
灌漑用の水路が破壊されて稲作が困難となり18），
補助金が得られるこの二つの品目が農家にとって
最善の選択である。ほかにも表 5 に示すように，
農家の圃場の面積は 1 ムー前後のものが多く，さ
らに縮小する傾向もみられる。とくに山間部の圃
場は完全に農地ではなくなったとケースもある。
また，農家に対する聞き取り調査によると，山間
部では粗放的な農業が行われており，土地生産性
が低い。農薬散布や施肥は 1 回程度もしくはまっ
たく行われていない。これは圃場の傾斜が急であ
るため，大雨などにより土砂崩れが発生しやすく，
獾子（イタチ科の動物）などの獣害も多いので営農
意欲がそがれているからである。居住地から圃場
まで坂を上っていかなければならず，高齢者に
とって頻繁に往復することが困難であることも，
山間部の圃場が低投入となる理由である。
　農地の経営面積が増加したのは，No.19 と
No.20 の農家であったが，2 戸とも食糧栽培では
なく野菜か苗木の栽培であった。これらの作物は
基本的に補助金の対象外である。しかし，食糧栽
培より収益性が高く，農業によって所得の拡大を
目指そうとする数少ない農家のみが経営規模を拡
大している。借りた農地は友人や知り合いからの
口頭による協議で賃借した。村民委員会を経由す
るより安く手に入れられるし，煩雑な手続きや手
数料がかからないためである。しかし，このよう
な農地の貸借は明確な契約がないため法律の保護
がなく，貸し手と借り手の両者に，いつ回収され
るか，あるいは地代が値上げされるかといった不

安が残る。
　農地の経営面積が不変であった農家は 5 戸であ
る。このうち，No.15 農家の事例から，農家の就
業と生活の実態をみてみる。この農家は 50 代の
夫婦と 80 代の母で，1997 年に約 5 ムーの農地が
配分され 2004 年までは稲作を行っていたが，灌
漑用水路の喪失により，大豆とトウモロコシを栽
培する畑作に変更した。しかし，収益は上がらず，
現在の年間の農業所得は約 5,000 元にとどまって
いる。そのため，2004 年以降，息子 2 人は，上
海や韓国の飲食店や工場で長期の出稼ぎを行って
いる。S 村に残っている夫婦は，少ない農業所得
のほかには不安定雇用による農外所得が頼りであ
る。兼業内容は主に馬鹿溝鎮内にある山菜・キノ
コ・朝鮮人参等の加工工場での日雇いであった。
1 日の労働時間は約 10 時間であり，日給は仕事
内容によって異なるが，100 元～150 元であった。
しかし，これらの日雇いさえ常時あるわけではな
く，60 歳以降に雇用される保証もない状況であ
る。このように，小規模な経営では農業だけで生
活の維持は容易ではないが，農外所得も不安定で
ある。そのため，出稼ぎ所得に家計を一部依存し
ながら農地を増やすことも減らすこともしないと
いうことを消極的に選択している農家もみられ
る。
　農地が小規模の条件不利地域において，若い人
は地域を離れ，長期出稼ぎをする傾向が強い。調
査農家 20 戸中，19 戸で出稼ぎ者がみられた。地
域内の就業機会は少なく，雇用も安定していない
からである。その結果，高齢者が農村に取り残さ
れている。
　したがって，当地域の農家は農地の公共用地へ
の利用を期待しており，請負権を手放さない状況
である。利用権の流動は少ないが，あっても個人
間相対型の賃貸・賃借にとどまる。さらに，若年
労働力が他地域へ流出することで，残された高齢
者は山間の急傾斜地で重労働を伴う農作業を行い
にくく，そうした農地が道路への転用や退耕還林
の対象となっている19）。
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Ⅴ．　ま　と　め

　本研究では中国における条件不利地域の一つで
ある吉林省長白県を取りあげ，農村土地請負法が
施行後の経営農地の大規模化の停滞要因について
検討を行った。長白県は営農する上で条件不利地
域に位置づけられ，農業基盤が弱く，出稼ぎ者を
多数輩出している。その結果，農業の生産力が弱
く，経済発展から取り残されている。その上，長
白県では農家ごとの経営農地が小規模であり，利
用権の流動も停滞している。それどころか，地域
全体で農地は減少し，個々の農家においても経営
農地面積が縮小する傾向にある。
　規模拡大の停滞要因については，第 1 に，平等
主義に基づく農地の分配があげられる。その結果，
各農家単位でみるときわめて零細な分散錯圃の状
態であり，農地集積を行うには多大な労力と時間
を必要とする。大規模な農地を入手するには，多
くの農家と交渉する必要があり，長期間にわたる
ことが予想される。第 2 に，若年層の出稼ぎによ
る他出と高齢者の農村での滞留があげられる。
元々が小規模であったので，農業労働力が減少し
ても農地の相対的な余剰は発生しなかった。農家
は自給的な農産物も生産することができる農地を
生活する上での最後の頼みの綱として留保したい

と考え，利用権の流動に対する補償価格を高い水
準で要求しがちである。第 3 に，農家の公共用地
への転用期待があげられる。道路などのインフラ
を整備するために，高額な補償金で分配された農
地が村に回収されている。そうした状況が続いて
いるので，農家は請負権を手放したくないと考え
ているのである。
　以上のように，長白県では労働力が相対的に過
剰であり，農地の流動が進まず，経営農地の規模
拡大も消極的である。農業の生産性は低く，地域
内の所得水準も低い。こうした格差を縮める手段
として，富裕な地域や国の財源から貧困地域への
財政トランスファーを用いることは，日本でも高
度経済成長期以降にみられてきたが，一時的な格
差縮小には貢献するとはいえ，根本的な解決策と
はいいがたい。条件不利地域では，農地の低生産
性が経営農地の規模拡大を阻んでいるどころか，
規模縮小を促すという悪循環に陥っている。その
ため，条件不利地域では農業振興のためには別の
道筋が求められ，他地域にはない特徴を生かしな
がら，農地や農業経営の集約度を高めていくこと
が求められよう。まずは農地としての価値を高め，
結果的に規模拡大につなげていくことが考えられ
る。その点については今後の課題としたい。

　　注

1）　中国の食糧の概念には，水稲，小麦，トウモロコ
シなどの穀類に加えて，コウリャン，粟，その他の
雑穀，さらに大豆，芋類が含まれる。ただし，芋類
は生芋 5 kg を食糧 1 kg として換算する。

2）　「関与当前農業和農村経済発展的若干政策措施」
（中発［1993］11 号）。

3）　請負農地は「中華人民共和国農村土地承包法」に
より，農家に世帯単位で配分した農地のことを指す。

4）　中国農業部（2013）「2013 年農村経営管理情況統
計報表指標解釈」による。

5）　ここでいう農民集団組織とは，農村における土地
所有権を所有する主体であり，村民小組，村民委員
会および郷鎮または行政村の集団経済組織である。
中国における農村の土地所有の主体は，村民小組と

村民委員会が多い。調査地における農民集団組織は，
具体的には村民委員会のことを指す。

6）　劉・八木（2010）では，吉林省西部における水田
開発の現状と，開発された水田の請負による大規模
稲作経営の形成に注目し，農家に対する事例調査に
より，農業経営の動向について論じた。水田の土地
集積が進み，一部の大規模農家では効率的な経営が
行われるようになったことが報告されているが，当
該地域には広大な未開発の土地が残存していたとい
う特殊条件が稲作経営の大規模化を促進したと考え
られる。

7）　本稿での農家人口は農村地域に居住している人口
のことを指す。

8）　長白県は，中国側でも朝鮮族がまとまって暮らす
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地域になっており，漢字と朝鮮文字が併用され，朝
鮮語が話されるなど，中国の他の地域とは異なる独
特の雰囲気がある。また，料理や生活文化にも朝鮮
と中国両方の文化が混ざり合っている。

9）　主に冬などの寒い季節における野菜栽培や育苗な
どに使われている。また，温室を作る際に利用され
ている材料や形により加温条件などが異なり，様々
な用途に対応できる。

10）　劉・八木（2010）が調査した経営農地の大規模
化が進んだ吉林省鎮赉県と長白県を『中国県域統計
年鑑』（2014 年）のデータで比較してみると，収穫
作業の機械化面積率は鎮赉県では，51.0％であるの
に対し，長白県ではわずかに 10.5％である。

11）　現地調査によると，この地域の多くの農家では大
豆とトウモロコシの輪作を行い，家族労働力を中心
とした農作業を行っている。このような作物を栽培
する年間労働日数は約 45 日～60 日である。後述す
る No.15 農家の事例では，夫婦 2 人で約 5 ムーの農
地を経営し，年間の総収益は約 4,000～5,000 元で
あった。4～10 月にかけて農作業を行い，年間の労
働時間は約 50 日である。したがって，総収益から
労働人数および労働日数を割算すると 1 人当たりの
日給は 50 元以下にとどまる（他の農家も事例農家
と類似する農地経営である）。このような金額は出
稼ぎよりはもちろん，当地の日雇いよりも低く，劉・
八木（2010）の大規模経営者の収益に比較すると大
幅に下回っている。

12）　当地域における労働力は，18～50 歳の男性およ
び 18～45 歳の女性を 1 人とし，16～17 歳と 51～60
歳の男性および 16～17 歳と 46～55 歳の女性を 0.5
人として換算されている。

13）　長期出稼ぎとは，年間 6 か月以上自己居住の郷鎮
外で働くことである。長白県の農業局の資料による
と，2014 年の長期出稼ぎ人口 3,221 人のうち郷外県
内が 1,086 人（34％），県外省内が 654 人（20％），
省外が 1,481 人（46％）であった。農家への聞き取
りによると，この地域における出稼ぎは主に韓国や
上海・北京などの大都市で飲食業や工場で働く人が

多い。
14）　調査地域における地代は，県の国土資源部と村民

委員会で土地純収益に基づいて相談しながら定めら
れる。

15）　『全国農村固定観察点調査数拠滙編』（2000～2009
年）によると，全国における圃場 1 筆当たりの平均
面積は 2000 年の 1.26 ムーから 2009 年の 1.74 ムー
まで，次第に増加する傾向がみられる。利用権の流
動の進展とともに 2014 年の数値は 2009 年よりも大
きいものと推定され，調査地の平均圃場面積は全国
平均を大きく下回ると考えられる。

16）　S 村は表 4 に示すように，24 地区で構成されて
いる。それぞれの地区で土地条件が異なり，山間部
に位置していたり圃場の傾斜が急だったりする「傾
斜畑地」，平野部に位置している「平場畑地」と「平
場水田」に分類することができる。請負経営権を農
家に分配する際には上述の農地から一部を農家に経
営させる。その場合，表 5 に示すように，条件の異
なる圃場を組み合わせて配分された農家が多かっ
た。

17）　No.1 農家は，農地の転用により入手した補償金
を自家用車や子女の婚姻費用等に使用し，村の人々
に農地の補償額の高さを認識させることになった。

18）　道路を建設する際に一部の灌漑用水が埋められ，
道路の拡幅が行われた。また，水力発電所の建設に
より灌漑用水の水位が低下し，実質的に機能しなく
なった。

19）　調査地域は長白山区に位置し，中国における
2000 年 10 月から実施した「天然林資源保護工程」
により，とくに傾斜度が 25 度を超える農地に対す
る退耕還林が行われてきた。そのため多くの農地が
退耕還林され，全体の農地面積が減ってきた。さら
に，この地域においても基本農田保護条例が実施さ
れたものの，地域における開発可能な農地資源が少
ない上，農地開発に必要な資金等の投入が大きくな
ることから，農地の減少が拡充をはるかに上回って
いた。
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Stagnation of Enlarging Farm Size in a Less Favored Area in China : 
The Case of Changbai County, Jilin Province

QUAN Yong (Graduate School of Agriculture, Tokyo University of Agriculture)
Nagatada TAKAYANAGI (Tokyo University of Agriculture)

　　The law of the People's Republic of China on the contracting of rural land, which went into effect in 2000, 
encouraged farmland rights liquidization, and lead to expanding farm business in some areas of rural China. In 
areas peripheral to the Chinese economy, however, farm size still stays relatively small and economic disparity 
is widening. This article aimed to clarify factors in the stagnation of enlarging farm size in a less favored area. 
The authors conducted field work in Changbai County, Jilin Province, where agricultural capacity is weak and 
even the arable land area of the region is in decline. The study found three factors in the situation: First, 
fragmented farm field holding hampers village authorities to mediate land deals smoothly. Second, Even though 
young rural people work away from home, farmland area is still insufficient to make life easier. Third, most 
farm households will not surrender their right to farming of the land, because they are hoping to get 
extraordinarily large money as a compensation for confiscation in case of public infrastructure construction.

Key words : less favored area, farmland rights liquidity, farm size enlargement, fragmented farm field holding
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