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口
中国における農業振興策の経済効果

李冠軍・草苅仁

（神戸大学大学院）

Economic Effects of Agricultural Promotion Measures in China (Guanjun LI, Hitoshi KUSAK.ARI) 

I背景と目的

周知のように，中国では 1978年から改革開放政

策が実施されて以降，経済は急速に成長した。改革

開放政策の主要な目的の 1つは，農村部門に滞留す

る過剰就業人口を他産業へ移動させて，農業の生産

性と農業所得を改善する点にあった。農民戸籍制度

が障害となったが，戸藉制度の制約の下で都市部へ

の出稼ぎによる労働力の大量移動が発生したii1) 0 

その結果，中国の農業は労働と農業機械の代替が急

速に進展して，農業部門の過剰就業は改善された。

しかし，経済成長の下で農村と都市の所得格差は依

然として解消されず，むしろ拡大した (1997年：

2.47倍， 2003年： 3.23倍）注2)。

こうした状況を踏まえて，中国政府は 2004年以

降，農業政策の方針を，以前の「農民から多くとり，

少なく与える」から「農民から少なく取り，多く与

える」ように転換した。経済成長の初期段階では，

賃金財としての食糧価格を低く抑える必要があっ

たが，経済成長に伴って農村と都市間の所得格差が

拡大したため，搾取から保護へ，農業政策を転換し

た。具体的には， 2004年より農業保護や農業関連投

資などの農業振興策を実施し， 2006年にはこれまで

農業収入に課していた農業税を完全に撤廃した。農

業振興策のうち，農業保護に関する内容は，生産物

価格に対する最低買付価格政策と臨時買付価格政

策，農業生産資材に対する優良品種補助政策と農業

機械購入補助政策，農家に対する直接支払として食

糧栽培直接補助政策と農業生産資材直接補助政策

などである（第 1表）。また，農業関連投資は，水

利・士地整備，農村総合改革などである。

その結果，地方政府において，農業関連財政支出

は実質額ベースで 1552億元 (2004年）から 7732億

元 (2012年）に増加しており， 9年間で約 5倍にな

った（『中国統計年鑑』， 2005年版， 2013年版）注3)。

財政支出の内訳は第 1医に示すとおりである。農業

第 1表 2004年以降の中国における主な農業保護政策の開始年

農業保護政策 I2004年 1 2005年 1 2006年 1 2007年 1 200s年 1 2009年 1 2010年 1 2011年 I 2012年

価格支持政策 ①最低買付価格政策（コメ2004年から，小麦2006年から）

I②臨時買付価格政策（トウモロコシ・大豆）

生産補助政策 I③食糧栽培直接補助政策；④優良品種補助政策；⑤農業機械購入補助政策

I⑥農業生産資材直接補助政策

資料：『中国農業発殷報告』各年版より作成。

注：①と②は食橿の主産地を中心として，市場価格が買付価格を下回った場合発動される。③は主要食糧生産省・自治区で

の農家世帯当たりの作付面積に対して補助金を出す。④と⑤は，農家は政府が指定した種子，機械を購入するとき，補

助金を差し引いた価格で購入することができる。⑥は農業生産資材の価格J::昇に伴い，③と同様に農家世帯当たりの作

付面積に対して補助金を出す。より詳しい内容は Huangand Yang [4lを参照されたい。



90 農業経営研究 第56巻第 4号（通巻179号）

8000 

6000 

4000 

2000 

゜2008 2009 2010 2011 2012年
El典業生産 □林業 口水利整備
n殿業総合開発 □農村総合改革 口その他

第 1図 地方政府による農業振興策の実質支出

肉料 ：中国財部省の地方予算支出決鍔表より作成。

注 ：1) 2004年を基準年とした GDPデフレーターで実質化

した。2004年から 2007年までは総支出があるもの

の，各項目の詳しいデータがないため，省略する。

2)農業総合開発は土地整備などの支出を指し， Jl!k村

総合改革は郷鎮機関改革，座村義務教育改革，農村

会議などの支出を指す。農村会議は村落運営の民主

化推進のための「一事一議」に対する村民委員会へ

の補助を意味する。

生産と水利整備の支出が大きな割合を占めている

ことがわかる。農業生産の主要な内容は，先述した

殷業保護に関わる支出である。

本稿の課題は，可変利潤関数の計測を通じて，農

業振興策が， (1)農業所得に与えた効果と， (2)

生産物供給や農業生産要素の需要に与えた効果を

検討し，中国における農業振興策の政策効果を計量

的に明らかにすることである。

中国における農業振興策の影磐を検討した先行

研究として，Huanget al. [3l , 草野 ・小山 [6l, 黄

ら [7 J , 王 ・肖 [8 J, 叶・ 王 [9l, Yi et al. [ioJが

あげられる。これらの先行研究は，食糧栽培直接補

助政策，農業生産資材直接補助政策，優良品種補助

政策が殷業所得や作付面稼へ与える効果を分析し

ている。 しかし，政策 ・制度の評価期間が短いこと

に加え，政策効果を特定の政策または特定の作物に

限定して評価しているという制約がある。

中国が実施している農業振興策は，複数の生産物

と複数の生産要素を対象として同時に施行されて

いるため，実際に農家は複数の生産物に対する補助

金と複数の生産要素に対する割引を一括して受け

取っている。すなわち，農業振奥策の経済効果には

相互にスヒ ル゚・オーバーが生じるので，経済効果を

品目別に，あるいは政策別に識別できない。さらに，

先行研究では，生産関数やその双対関数ではなく，

特定の政策，または特定の作物を対象とした補助金

を説明変数とするアドホック ・モデルから，特定の

政策，または特定の作物に対する振輿策の経済効果

を推計しており，理論的にも実証的にも問題を有し

ている。本稿の課題には，こうした先行研究の理論

的 ・実証的問題点を解決することも含まれている。

以下では，第II節で中国農業の推移について確認

し，第rn節で分析方法と計測データについて述べる。

得られた結果の考察と振興策の効果については第

IV節と第V節で検討する。

注 1)中国において，1958年に施行された従来の戸籍

制度（戸口登記管理制度）は，農村から都市への

戸籍の移転を厳しく統制してきたが，中国政府は

2014年にこの制度を改正して，農村と都市間の移

動制限を緩和している。

注2)農村と都市の所得格差は，農村世帯 1人当たり

名目所得を 1としたときの，都市世帯 1人当たり

名目所得を意味する。

注 3) 中国の財政支出は，①中央政府本級，②中央政

府から地方政府への転移，③地方政府本級の 3つ

の支出からなる。このうち，農業振興策の歳出は，

②と③を合計 した地方政府の支出を意味する。

II 中国農業の生産と生産要素投入

第 2図は 2004~12年までの中国における穀物

（コメ ・小麦 ・トウモロコシ）の生産量と生産要素

の投入量を指数化した図である。労働投入量が減少

し，生産量と作付面積が緩やかに増加している。も

っとも増加しているのは機械の投入品であり ，この

期間に労働か ら機械への代替が急速に進展したこ

とがわかる。

次に，第 21図に対応した価格指数を第 3図に示す。

穀物価格は支持価格が引き上げられたことにより

上昇傾向にある。名目賃金率（日給）は急速に上昇

しており，それが第 2図で機械との代替を引き起こ
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第2図 穀物生産量と生産要素の投入量の推移

資料：『中国統計年鑑』『全国農産品費用収益瀧編』各年

版より作成。

注：作付面積は穀物の総作付面積，労働は穀物の作付面

積当たり日数である。経常財（肥料・農薬・種苗・光

熱の合計費用）と機械（機械作業費・畜力費・減価償

却費）は作付面積当たりの費用（生産要素価格指数で

実質化）を意味すな生産麓は穀物の合計であるn
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第 3図 穀物と生産要素の価格指数の変化

資料：『中国統計年鑑』『全国農産品費用収益泄編』各年

版より作成。

注：土地は作付面積当たり地代（機会費用）を意味する。

労働は家族労働賃金（機会費用）と雇用賃金の加重

平均であり，機械は機械の価格指数である。経常財

は肥料・農薬・種苗・光熱の価格指数を対応する支

出シェアで加重平均したものである。

した直接的な要因であることがわかる。なお，日本

でも米価支持を実施していた当時，その相当分，あ

るいは米価上昇分以上に地代が上昇したため，「米

価の地代化」と言われていたが，中国においても同

様の状況が生じていると考えられる。土地の供給曲

線は傾きが急であるため，穀物の最低買付価格の上

昇によって土地の派生需要曲線が上方ヘシフトす

ると，地代が急速に上昇することになる。
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III分析方法とデータ

本稿では，課題に基づいて，農業所得や生産物供

給と生産要素需要に対する農業振興策の政策効果

を検討するため，トランスログ型で特定化した (1)

式の可変利潤関数と， (1)式から導出される (2)

式の生産要素費用・利潤比率式を計測する。

lnず＝麟叫nwi+窃立1lnzj +佑lnT+

聖::1I危=lYik lnw;ln匹＋瓦f=l匹恥釦lnwilnz1+ 

図=1Il=1 oj1 lnzj lnZ1 +饂ふDumn (1) 

—弓 =ai+ 猛=1Yik Inwk +江ふlnZ1 (2) 

ここで，経常財 (C)と機械 (M)を可変生産要素，

労働力 (L) と土地 (A) を準固定生産要素とするこ

とで， (1) 式左辺の利潤は農業所得とほぼ等しく

なる。 (1)式と，経常財 (C) と機械 (M)に対する

(2)式の，合計 3本の計測式に対称性制約を課し

て反複SURで推計する注4¥
ここで， i=k=C,M, j= l=L, Aであり， Tは農業振興策

の支出である。 Dumは26省の地域ごとの固定効果

である。ず， Wは穀物価格で除した。計測データの

資料は『全国農産品費用収益瀧編』，および『中国統

計年鑑』である。計測期間は2004年から2012年まで

の 9年間であり，データの制約のために利用できな

かった北京市，天津市，上海市，青海省，チベット

自治区を除く 26省の疑似パネルデータ（サンプル数

は234)を計測に用いる。また，データの制約のため，

農産物全体を対象とした可変利潤関数は計測でき

ない。本稿では，農業振興策の主要な政策対象であ

るコメ，小麦， トウモロコシを対象とする注5¥
計測には農家世帯当たりの変数を用いる。農家世

帯数は，農業労働人口を農家世帯員数で除して算出

した。対応する価格指数は『中国統計年鑑』による。

穀物価格は，コメ，小麦， トウモロコシの価格指数

を，ムー当たり生産量で加重して算出した。

経常財費用は，肥料費，農薬費，種苗費，光熱費

の合計である。経常財価格は，『中国統計年鑑』の肥
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料，農薬種苗，光熱価格指数 (2004年=100) を，

対応する支出シェアで加重した注6)。機械費用は，

機械作業費，畜力費，減価償却費の合計である。し

たがって，作業労働費を含んでいるが，この部分は

分離できなかった。機械価格指数は『中国統計年鑑』

によっている。土地投入量は，小麦，トウモロコシ，

コメの世帯当たり作付面積を合計した。労働投入量

は家族労働日数と雇用労働日数の合計である。

可変利潤は，小麦， トウモロコシ，コメの粗収益

合計から，経常財と機械の費用合計を差し引いて算

出した。中国の場合，農家の小作地は微小であるた

め，上記のように算出した可変利潤は農業所得の近

似値である。そのため，以下では可変利潤を農業所

得の意味で用いる。

計測では，農業振興を目的とした地方政府の歳出

をシフターとして加えるが，第 I節で説明したよう

に，内訳は農業保護のための補助金，関連投資など

である。地方政府の歳出合計は農業振興策における

歳出全体の 90%以上を占めている注7)。なお，以上の

変数はそれぞれの平均値で基準化した。

注4)計測式が正則条件（単調性，可変要素価格に対

する凸性， 準固定要素投入量に対する凹性）を保
持できるように， Barnett[llによるアファイン・

データ変換 (prioraffine transformation)を施
した。適用例は草苅 [5]を参照。

注5) コメ，小麦， トウモロコシは全国的に栽培され

ている。農産物全体に対する 3作物のシェアを

計測期間における平均値で評価すると，生産額

ベースで 64%,生産量ベースで 88%を占めている。

注6)光熱価格指数として，農業用ガソリン価格指数

を使用した。

注7)なお，地方政府の歳出合計とは，中央政府から

地方政府への転移と地方政府本級の合計額のこ

とである。計測期間では地方政府の平均負担率は

93.4%である。

w結果と考察

可変利潤関数と可変利潤に対する費用比率関数

第 2表に示すように，計測結果から 1次項に要請さ

れる理論的符号条件はすべて満たされている。 15個

の推計値のうち，ゼロと有意差を持たない推計値は

1つだけであった。なお，本稿の計測は省別の擬似

パネルデータを用いているため，固定効果モデルを

用いることが望ましい注8)。なお， 26個の地域ごと

の固定効果の記載は省略するが，その推計値が最大

の省は黒龍江省であった。黒龍江省は中国の東北地

域に位置し，土壌は肥沃な黒土が広く分布している。

さらに， 1人当たり耕地面積も中国で最大であるこ

とを勘案すると，固定効果として整合的な値である。

全般的に良好な計測結果を得たが，可変利潤に対す

る経常財の費用比率式についての決定係数は0.167 

と小さかった。この点の改善は今後の課題である。

第 2表の農業関連支出の推計値は0.142であった。

分析期間では農業所得の変化に対して，中国の農業

振興策の支出がどの程度貢献したかを計算した。そ

の結果，農業振輿策によって農業所得に26%程度の

増大効果があったことがわかった注9}。中国の財政

支出は直接支払いなどに加えて，インフラ設備など

の関連投資に回っている分も少なくないことを考

慮すると，農業関連支出は効率的に農業所得の増加

に寄与しているとみて差し支えないであろう。

また，準固定要素に関する弾力性の和は約0.821

であり，生産技術は規模に関して収穫逓減の状態に

第2表計測結果

変数 推計値 変数 推計値

経常財 -0.277 *** 機械x機械 -0.o?O* 

機械 -0.236 *** 機械x労働 0.067 *** 

労働力 0.467 *** 機械x土地 -0.035 *** 

土地 0.412 *** 土地x土地 0.766 *** 

農業支出 0.142 *** 労働x土地 -0.424 *** 

経常財x土地 -0.013 * 労働x労働 0.295 ** 

経常財x機械 -0.144 ** 決 可変利潤関数： 0.968 

経常財x労働 0.019 定 経常財比率式：0.167 

経常財x経常 -0.108 *** 係 機械比率式： 0.503 

財 数

の計測結果を第 2表に示す。決定係数は，可変利潤 注：＊＊＊，＊＊，＊はそれぞれ， 1%, 5%, 10%の水準でゼロ

関数は0.968, 経常財と機械の可変利潤に対する費 と有意差を持つ。なお，地域ごとの固定効果の推計値

用比率関数は，それぞれ0.167, 0. 503である。また， は紙幅の関係上省略した。



あることが示されている。この結果はFan and 

Zhang [zJと整合的であり，生産効率を改善する余地

が残されていることを表している。

次に，第 3表は生産物供給と生産要素需要の価格

弾力性の推計結果である。各弾力性の推計式は紙幅

の関係上省略した。なお，推計する際に第 2表の推

計値と関連変数の平均値を利用した。生産物の供給

弾力性は0.335である。先行研究では， Zhuang and 

Abbott [llJが品目別に供給弾力性を推計しており，

コメ 0.174, 小麦0.320, トウモロコシ0.278であった。

計測期間において，これらの生産物価格は上昇基調

で推移したが，価格支持によって価格の下振れリス

クが軽減されると，一般に農家の供給行動はより弾

力的になる。したがって， 0.335という供給弾力性

は，最低価格保証制度の下における穀物の供給弾力

性として，妥当な値であると考えられる。

また，生産物価格が経常財と機械の派生需要量に

与える交差効果は0.877と1.110である。『全国農産

品費用収益瀧編』 2013年版によると， 2004年から

2012年まで実質穀物価格は約14%増加しているので，

他の条件を一定とすると，穀物価格の上昇による機

械および経常財需要量の増加は，それぞれ16%,13% 

となる。農業機械や経常財需要量の増加のうち， 13

~16%が生産物価格の寄与分であり，価格支持によ

る一定の効果が確認できる。

一方，経常財と機械需要の自己価格弾力性は，そ

れぞれー1.090とー1.585で弾力的な値となっており，

生産要素に対する補助金政策が生産要素の需要増

加に効果的であったことがわかる。農業機械補助政

策と優良品種補助政策は，農業機械や種子の実効価

格を押し下げる効果がある。例えば， 2012年におけ

る穀物の優良品種補助金はムー当たり 12元に設定

されていた注10)。これは，農家のムー当たり平均種

子費用の23%を占めている。すなわち，農家が優良品

種を利用する際，補助金によって種子価格は実質的

に23%低下していることに加えて，需要の自己価格

弾力性（絶対値）の値がほぼ 1であることから，こ

の価格低下で経常財投入量も同様に23%増加してい

ることが明らかとなった。

最後に，機械価格に対する経常財需要量の交差価

格弾力性は 0.213であり，経常財価格に対する機械
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第3表 生産物供給と生産要素需要に関する弾力性

生産物価格 経常財価格 機械価格

生産物供給量 0.335 -0.214 . -0.121 

経常財需要量 0.877 -1.090 0.213 

機械需要星 1.110 0.475 -1.585 

注：弾力性の値はすべて 1%の水準でゼロと有意差を持つ。

需要量の交差価格弾力性は 0.475である。非弾力的

で限定的な反応であるが，符号条件は相互に粗代替

生産要素であることを示している。この間，中国の

農業部門では労働と機械の代替が急速に進んだ。機

械価格に対する補助金制度が，この代替をより促進

させたことは疑いないであろう。こうした急速な労

働と機械の代替は，日本も経験したように，農村が

低賃金経済から高賃金経済へ移行する過程で現れ

る。その際，日本でも肥培管理の弱体化が間題視さ

れたように，労働と機械は完全代替財ではないにも

かかわらず，労働が機械に急速に代替すると，相対

的に肥培管理がおろそかになる場合がある。中国に

おいて経常財と機械が弱い粗代替関係になったこ

とはこうした背景に拠るものと考えられる。この点

は先に実証された規模に関して収穫逓減と技術進

歩バイアスに関わる問題であり，今後の課題とする。

注8)変量効果モデルは，サンプルが母集団からラン

ダムに抽出され，標本平均が正規分布に従うこと

を仮定したモデルである。したがって，本稿のよ

うな省別データを扱う場合には適当ではない。パ

ネルデータに固定効果モデルと変量効果モデル

のいずれかを適用する場合，どちらが適当かを判

断するための参考として，ハウスマン検定が多く

用いられる。念のため，本稿でもハウスマン検定

を行った結果， 「固定効果が存在しない」という

帰無仮説は 1%水準で棄却された。

注 9)寄与度の計算方法は，線形回帰によって農業振

興策の支出額の年平均変化率を計算し，それに推

計パラメータを乗じることによって算出した。

注 10)農業部が公表した『2012年農産物優良品種補

助項目実施工作的通知』によると，穀物の優良品

種補助金はムー当たり約 12元を補助されている。

また， 『全国農産品費用収益泄編』 2013年版によ

ると， 2012年に穀物の種子の平均費用は 52.05元

になっている。
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2004年以降，中国政府は農村と都市の所得格差を

是正するため，農業政策を搾取から保護に転換して，

一連の農業振興策を実施している。本稿の課題は，

こうした農業振興策の政策効果を計量的に確認す

ることであった。

課題に対して，はじめに農業振興策が農業所得に

及ぼす効果を捉えた結果，他の条件を一定として，

農業振興策は農業所得を26%増加させていることが

わかった。農業振興策と農業所得との関係には，補

助金として直接的に農業所得に影響する部分と，中

国農村のインフラ関連投資を通じて間接的に農業

所得に影響する部分の， 2つのパスがある。この点

も考慮した上で，全体として26%の所得増大効果を

有しており，効率的な保護政策として機能したと言

っても差し支えない。同時に，穀物価格の最低価格

補償による支持が，穀物の供給量自体だけでなく，

経常財と機械の需要量の増大を伴ったことが明ら

かとなった。次に，生産要素価格に対する農業補助

政策は，弾力的な経常財と機械需要の自己価格弾力

性の下で，生産要素の需要増加に効果的であったこ

とも判明した。

中国においても，経済成長の初期段階では，賃金

財としての食糧価格を低く抑える必要があったが，

経済成長に伴って農村と都市間の所得格差が拡大

するに至って搾取から保護へ，農業政策を転換した

結果が2004年から実施された農業振興策に他なら

ない。経済が成長して農村と都市間の所得格差が拡

大する局面では，農業経営を存続していくために必

要不可欠な政策であり，かつて日本も同様の局面を

迎えたことは周知の事実である。ただし， WTOが貿易

歪曲的な国内保護についても規律している点で，か

つての日本と現在の中国で環境が異なっている。本

稿では，現行の農業振興策が効率的に農業経営を支

えている事実を計量的に明らかにしたが，よりマク

ロの視点としては，通商規律の観点からも農業振興

策の効果を計量的に把握することは重要であると

言えよう。
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