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近年の中国養蚕業の発展とその要因

Recent Development of Chinese Cocoon Production and Its Underlying Factors 

-An Evaluation of the Project‘The Western Shift of the Eastern Mulberry'一

Toshikazu Urade (Osaka Prefecture University) 

Yoshifumi Usami (Osaka Prefecture University) 

Guoda Gu (Zhejiang University) 

Mitsuru Uyama (Kinki University) 

China is a 'big silk country' accounting for more th呂n
70% of world silk production and more than 80% of the 
world silk trade. After the second cocoon war， Chinese 
cocoon production declined during the late 1990s. Since 
2000， however， it has recovered with a shift in the major 
cocoon producing r巴gions，which is propagated as the 
project ‘the Western Shift of the Eastern Mulberry'. The 
purpose of this paper is to make clear the actual situation 
and meanings of the project 'the Western Shift of the 
Eastern Mulberry'. 
Since 2000， while cocoon production in the traditional 

cocoon producing regions in the east巴rnprovinces， such as 
]iangsu and Zhejiang， has not decreased， it has incr巴呂sed
rapidly in the n巴wlyindustrialized regions， like Guangxi in 

1. はじめに

中置は役界のシルク生産の 70%以上，シルク貿易

の80%以上を占めるシルク「大国」である.過去 2

皮の繭戦争を経験し，世界のシルク需嬰の停滞を迎

えた後，今世紀に入って再びシルク生産を拡大しつ

つあり，米だシルク「大国jであると同時に，ます
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the western provinces， for example. In the traditional 
provinces， cocoon production was maintained because 
sericulture has shifted to the poorer districts within the 
same province. Rapid growth of cocoon production in 
Guangxi， on the other hand， depended on highprofitability 
with higher productivity and recent high prices. These 
facts imply that a demarcation between the cocoon produc-
ing and consuming regions has become distinct， rather 
than a westward shift in sericulture having taken plac巴.
Sustaining sericulture in the eastern provinces and the 

rapid growth in the western provinces has enabled China 
to strengthen her status as a‘big silk country' and 
contributed to the improvement of farm income in the 
poorer rural areas. 

ます国際シルク市場への影響な強めているこれは，

中国東部沿海部における養蚕主産地の著しい経済発

展と都市化に伴い，養護産地の東部沿海地域から西

部内陸地域への移動，いわゆる

ものであると指摘されている.

leLア
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しかし，必ずしも東部沿海地域における養蚕生産

は減少しておらず;商部地域，特に広間壮族自治区

(以下，広西自治区)における養蚕業の発展が顕著

であることに起因していると考えられる そこで本

稿では， 11ヨ主産地の一つである斯江省と



ことを受けて，翌年の 1996年は養蚕農家が繭生産を

止めたために，蘇生産量は対前年比 38.0%と大きく

減少した その後世界的なシルク需要の低迷 2)によ

り，繭生産は 1999年まで停滞傾向にあったが，役界

的なシルク需要の回復に伴って. 2000年より増大に

転じた. 2006年の繭生産量は約 82万tであり，ピー

ク時の 1994年の生産量を超える水準まで回復した.

における繭生産の回復の背景には.1990年代

後半からの政府によるシルク産業管理体制の改革が

あげられる，その内容は，①製糸・織物の生産能力

を国際市場の需給に認整することと，②管理体制を

緩和して市場経済化を図ることの2点に整理できる

が3) 特に農家における繭生産に直接的に影響を及

ぼした点としては，繍流通の改革が指摘できる.具

体的には，①繭と生糸の省賠取引が開始されたこと，

②繭質上決定の主体が，悶家から省政府に移行した

こと，さらに，③ 2001年から，それまでの生繭買

入れ規制を緩和し，一定の条件を備えている製糸金

シルク企業などの経営単位が直接農家から繭購

入可能になったことがあげられる.特に③について，

企業の中には農家との開で契約を結び，全量買上や

最低価格保証を実施する動きが見られ，農家の生産

意欲の向上につながっていると考えられる.また，

需要側面において，経済発展に伴い隠民の所得水準

が向上したことによって，シルク製品に対する国内

需要が高まっていること 4)や，特に近年の繭・生糸

相場が投機的行動によって高騰していること 5) も

農林業問題研究(第 172号・ 2008年 12月)

ある広西自治区に注目し，近年の中国養蚕業の発展

とその要因について明らかにする
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2. 中国における養蚕業の産地移動

中国における縞生産は.1990年代前半にシルク産

業JWF部門の原料荷量買い漁りによる繭側格の暴騰に

よって. 1994年にその生産量は約 76万 tに達し

ピークな迎えた(図1). これがいわゆる二度目の

であり改革・開放」の下で社会主義市

場経済化を目指す中慢において，市場米整備のまま

の「自由化Jと「コントロー/レjによる矛盾が大き

な混乱を招いた結果と言える1)ー

「繭戦争」蕊後の 1995年の繭生産量は，対前年比

2.2%の減少であったが，この年の務価格が暴落した
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主要省、の繭生産動向表1.
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出所''1中国統計年鑑J各年版



滞出・宇佐美・顧・字山;近年のや国養蚕業の発展とその要因 (463J 

表 2 主要省JJIJの原料繭の過剰・不足状態

(単位:t) 

1995 2000 2005 

過不足豆一1) 過不足率 2) 過不足量 過不足率 過不足亙 過不足率

江蘇 6，264.7 3.4% 1，884.1 -2.1% 27，711.9 …26.1% 

初恋; -113，071.9 -92.5% -134，787.7 141.7% 195，563.5 -230.1% 

安徽 2，387.2 5.9% 10，393.0 42.3% 9，127.4 29.4% 

111東 9，749.2 19.3% 17，027.4 31.9% 25，787.3 40.9% 

j時南 8，601.7 48.9% 5，368.0 42.7% 8，484.8 56.6% 

広東 14，422.3 43.5% 27，563.9 89.2% 58，691.6 90.3% 

広百五 583.8 2.8% 23，524.7 79.7% 112，648.8 76.1% 

|日凶川 54，666.0 26.9% 44，759.6 38.4% -17，949.2 13.9% 

雲南 3，769.5 48.2% 3，308.1 44.5% 10，807.1 56.9% 

除~西 9，314.0 52.6% 7，700.1 50.0% 12，802.0 55.7% 

出所 内コ劉統計年鑑 ~"lコ沼紛絢年鍛J 各年j坂
主主・1)過不足i止z 繭生産fit 必要繭M. 11二の数値は過剰ぷ. j去の数依は不足泣を示す

2) 過不足率ニ過不足~m~/閥生凝らt JEの数値は過剰率，負の数僚は不足率を示す

[級生産の回復の背景としてあげられる司

主要省別の繭生産動向を見ると(表 1)，1995-1999 

年の期開には，すべての省において繭生産は減少し

ており，特に，伝統的養蚕産地である江蘇省，社ir江
省，旧西川省 6)では，同期間の減少率は大きく，そ

れぞれ 55.9%. -23. 0%. -48. 3%であった 2000 

年以降になると，全由的に繭生産は増大傾向に転じ

たが，広東省，広頭自治区，雲南省の生産量増大が

目立っている.中でも西部内陸地域に佼寵する広間

自治区，雲荷省の 1999-2006年の期間の増加率は大

きく，それぞれ 936.8%， 242. 9%であり，これに対

して東部沿海地域の主要養蚕産地では，江蘇省が

50.0%，前江省 2.1%，山東省71.4%となっている.

問販問の各省の増加寄与率を見ても，広東省 13.9%，

広間自治区 47.7%，雲南省 4.6%であるのに対し，

j工i係省 11.0%，初i江省 0.5%，山東省 7.5%であり，

2000年以降に東部沿海地域から間部内控地域への養

蚕産地移動が生じているような傾向が見られる

この養蚕陵地移動の背景には，中期政府による東

部地域の養蚕を西部地域へ移す農業政策f東桑西移」

がある.中国政府は， 2001年前後に「東桑西移jの

スローガンを打ち出し，その後国家プロジェクトと

して，第 11次5ヵ年計問実施期間中 (2006~ 2010年)

に，商務部が毎年 50県 (200万元/!尽)， 1億元/年

の効成を 5年間行って，中西部地域に 1万ムー 7)以

上の規模の桑閣を有する養笈基地を 200箇所造成す

ることが決められた.このプロジェクトのJ::S的は，

(59 ) 

著しい経済発展と都市化によって衰退傾向にある東

部沿海地域における伝統的務生産地域の養蚕業を西

部内陵地域へシフトさせることによって，中国シル

ク産業の競争力を向上させるとともに，三農問題解

決のための新社会主義農村計闘を推進することにあ

る 2000年以降の西部内陵地域の顕著な増産は， r東
桑原移jプロジェクトの効果が現れ始めたからであ

ると言えよう しかしながら，表 1に見られるよう

に，必ずしも東部沿海地域において減産しているわ

けではないー 2000 年以降，江蘇省では明確に~力!I傾

向が見られるし拶iiIiぎにおいても撲かではあるが，

地方nしているのである.また間部内経地域において

も. 1日立二産地である11'112])11省では大きな増加は見ら

れず，広碩自治区や雲南省の発展が著しいのである.

特に広西自治区は. 2005年に江蘇省.IEI四)11省を抜

いて中国最大の養蚕産地となっている.

そこで，原料繭の需給関係から産地移動を考察す

る.表 2は，主要省の原料繭の過不足状態そ示した

ものである.ここでは利用可能なデータの関係上，

各年次の全国の桑繭生産量を糸類総生産量(桑蚕糸，

十字蚕糸，綿紡糸の生産量の合計一億)で除して，全悶

平均の糸績の単位生産量当りの繭生産量を求め，こ

れに各省、の糸類生産量を乗じることによって，各省

とし，各省の繭生産量から必要務量を差

し引くことによって各省の繭の過剰量もしくは不足

設を求めた.繭生産ピーク時直後の 1995年では，務

不足の状態にあったのは断江省だけであり，必要議
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fをの半分近くを他省に依存していた.一方，過剰繭 区では 2.8%から 79.7%へと急迷な拡大が見られ，

量が最も多かったのは四}II省であり，斯江省の縞不 新たな原料蘇供給地域として台頭してきたことが分

足最の 48.3%にも達していることが分かる つま かる 2005年には，江蘇省.t折江省ともに不足率が

り 1995年時点では，四川省は所江省にとって重要 拡大する一方で日西川省が繭不足に転じ，同時に

な原料続供給地域であったと言える.2000年になっ 広西自治医の過剰蔽量が最大となって，沼田JII省に

て，街江省の蘇生産量に対する不足率が拡大すると 代わって広東省とともに原料供給地域の地位を確立

ともに，江蘇省も繭不足に陥り，一方，西部内陸地 したとぎえる.ただし，広西自治区では過剰務量が

域では，泊四JlI省に加え，広東省や広西自治区にお 2000年と比較して 2005年には 5倍弱に増大してい

いて生産最に対する過剰率が拡大し特に広西自治 るにも関わらず，過剰本が低下していることには留
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図2. 主要省の操糸機台数の推移
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図3. 主要省の繰糸機自動化率の推移
出所 作iコ思統絢年鍛J各年版

表 3. i-l百江省、市!果別筒生産没

1994 {子 2000千下 2005年 1994-2000 2000-2005 

l光州市i玄 2，515 1，014 878 -59.7% 13.4% 
建徳T行 1，394 398 981 -71.4% 146.5% 

桐駁i!?ミ 2，253 1，989 3，675 -11.7% 84.8% 

'{1!;陽m 1，295 831 1，225 -35.8% 47.4% 
臨安TIi 3，386 2，429 3，701 -28.3% 52.4% 
i~i.安県 4，009 2，647 5，879 -34.0% 122.1% 

去五輿TIi区 10，119 8，092 5，568 一20.0% -31.2% 

j毎I~If行 14，236 15，500 11，584 8.9% 25.3% 

玉rL{ljllTl1 1，995 501 20 一74.9% 96.0% 
}J;~ノ時丁、 1，505 619 60 -58.9% 90.3% 

I毎塩路 5，183 5，403 4，753 4.2% 12.0% 

羽田郷m 21，205 20，456 15，593 -3.5% 23.8% 

海jチIfrliB: 19，907 12，856 10，376 -35.4% 19.3% 

徳治!果 9，217 6，222 5，168 -32.5% -16.9% 

よ毛輿i県 2，052 1，205 1，531 -41.3% 27.1% 

安吉!呆 1，937 1，297 1，845 -33.0% 42.3% 

紹興市区 30 

言者主主m 2，419 989 747 -59.1% -24.5% 

上総市 2，719 1，655 1，663 -39.1% 0.5% 

葉少/'1市 5，069 2，299 1，652 -54.6% -28.1% 

紹興県 256 94 58 -63.3% -38.3% 

新êH~ぐ 2，685 1，942 1，380 -27.7% …28.9% 

出所・ n加工統計年鑑J各王手版

(60 ) 
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意しなければならない.

原料繭の過剰量もしくは不足量の推移は，各省内

における糸類生産量の動向が大きく影響していると

考えられる.1990年代後半に製糸工場の生産能力削

減政策により，全国の操糸機台数は 1995年の 21.3 

万台をピークに 2000年には 13万台へと急速に減少

し， 2004年には 11万台まで削減された一方で，

自動操糸機の台数は， 1997年の 2.8万台から 2004

年には 6.9万台へと増大しており，このような製糸

業の自動化による生産能率の向上によって生糸生産

量は著しく増大した.そこで主要省の操糸機の台数

と自動化率の推移を見ると(罰 2，図 3)，一時的に

増加が見られた 1999年を除けば，各省とも 1995~三

以降ほぼ一貫して操糸機の台数削減が進んだが，広

西自治区は他省と比較して非常に規模がノふさいこと

が分かる.江蘇省、と術江省の操糸機の合計台数の全

国シェアは， 1995年 45.8%，2004年 42.5%であり，

さらに，他省よりも自動化率を高めたために原料繭

の不足に踊ったのである.泊四川省の場合， 1990年

代後半には，操糸機台数規模が江蘇省，新江省、を上

回っているものの，自動化率が低かったために，協

は過剰生産となっていたが，その後自動化が進み，

2004年には自動化率が 50%を超え，原料繭不足地

域に転じたのである広商自治区も!日剖)11省、と同様

に，操糸機台数規模は小さかったが， 1999年時点で

既に自動化率は江蘇省，社f1工省を上凹っており，

2003~三には自動化率が80%を超えるようになった

これは 2003年以降操糸機台数が急増しその大半

が自動操糸機であったためであり，これによって広

間自治区内の原料繭需要が急場し，上述のように，

広西自治医の繭過剰率が低下したと考えられる.

2000年以降，東部沿海地域から西部内陵地域へ養

蚕産地が移動する「東桑西移Jが現れ始めたように

見えるが，これは広間自治区，雲南省の新興産地に

おける闘生産の著しい成長によるものであり，その

結果，東部沿海地域ニ原料繭消費地域，西部内陸地

域=原料務供給地域という原料繭の需給関係が明確

化されたと言える.

3. 湖江省における繭生産

2005年の全国の繭生産量・桑園E安積に占める新江

省、の割合は，それぞれ 11.2%， 9.1%であるが，同

年の全国の生糸・絹織物・服装製品生産高に占める

(61 ) 

同省、の割合は，それぞれ20%，30%， 60%8)である.

郡江省のシルク産業は古くから発展してきており，

川上部門から川下部門まで、の全ての関連企業が揃っ

ている. 2000年以降に注臼すると， 2000-2005年の

5年間に繭生産最が 15.6%減少したのに対して，桑

図面積は 8.9%の減少に留まった すなわち，漸江

省における繭生産量の減少は，養蚕農家における生

産縮小によるものであり，具体的には，桑図面積は

そのままで年間の掃jz9)回数を減らしている 10)

I折江省内の主な養蚕地域としては，杭チI'i.嘉輿，

湖チI'i.紹興地区があげられるが，中でも嘉:輿，湖州

地区は嘉興市区，海寧市，柄郷市，湖州市区徳清

県という大きな産地を有しており，最も養蚕が盛ん

な地域である.1994年の嘉輿，湖州地区:の繭生産量

はそれぞれ 5‘4万 t，3.3万tであり，両地区だけで

祈江翁全体の 65.3%を占めていた 1994年から

2000年にかけて淑江省内のほとんど全ての市県に

おいて繭生産設が減少し淑江省全体で 28.9%の

減少であったが，両地区の中でも海寧市や海塩県で

は，それぞれ 8.9%，4.2%と低いながらも増加傾

向にあり，また，栴郷市のように減少しても僅か

-:3， 5%という陵地もあった.つまり，f折江省全体が

減少傾向にある中で，主要産地では相対的に減少率

が低く，その結果， 2000年の両地区の繭生産量の漸

江省、全体に占める割合は 75.9%と1994年と比較し

て約 10ポイントも上昇した.1994-2000年の期院の

繭生産設の減少は，上述したように，繭価格の暴洛

とその後の位界的なシルク需要の低迷に加えて，経

済発展による工業化・都市化によって，養蚕業の収

主主性が悪化したことによるものであると考悶えられ

る 養護業の収主主役の悪化は，農家の養蚕離れを促

したと考えられるが，主要陵地ではシルク産業の川

下部門の企業が集中しているのに対し，主要産地以

外では原料繭の供給者と需要者が離れた立地である

ため，原料繭の輸送コストが養笈農家の収益性をよ

り悪化させたと考えられ，主要産地以外での養蚕離

れが相対的に進んだと推測できる.

2000年以降，世界的なシルク需要が閤復したもの

の，新江省内の主要産地では引き続き繭生産量の減

少傾向にあり， 1994-2000年の期間に増加もしくは

微減であった海察市，海塩県，桐郷市も大きく減少

に転じ， 2000…2005年の期間の減少率はそれぞれ

-25.3%， -12.0%， -23.8%となった. このように
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主要産地で減少傾向が見られる一方で，同期間に枕

州地i玄の中の杭州市区を除く建徳市， tI奇麗県，寓陽

市，臨安市，淳安県および湖列、|地区の長輿魚安吉

県では，繭生産量が増加に転じ，特に，杭州地区の

5市県の増加率はそれぞれ 146.5%，84町 8%，47.4 

%， 52.4%， 122.1%と非常に高い数値を示してい

る.この杭州地区の5市県および訪日州地区の 2県は，

初江省の中でも安徽省に近い間部地域の市県であ

る.そこで，農村住民 I人当たりの可処分所得と麟

生産の増加率の関係を図示すると(図 4)，可処分所

得が低い市県ほど繍生産の増加率が大きく，逆に可

処分所得が高いほど繭生産の減少率が大きいという

傾向が確認できるので， 2変数聞の相関係数を求め

ると -0.448と比較的高い負の相関関係にあること

が分かったつまり， 2000年以降漸江省内では，所

得の低い西部の農村地域へ養笈産地がシフトしつつ

あると言える 就業機会が少なく，所得が低い農村

地域では，養蚕を導入することで所得向上が図れる

ので¥繭生産の増大につながったと考えられる 2005

年の嘉輿，湖州地区の縞生産量の漸江省全体に占め

る割合は 66.2%と依然、として高く，新興産地の規模

はまだまだ、小さいが，これら新興産地における縞生

産の域大がなければ，所江省の繭生産量は大きく減

少していたと推測される.つまり，省内の新興産地

への養主主業のシフトは，初江省の養護業が維持され

ている要因の一つであると言える.
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4. 広西自治区における隅生産

広西自治区では 2000年以降から繭生産の急成長

が始まった 2000年の対前年増加率は 52.1%，2001 

年には89.8%と驚異的なスピードで成長を続けてい

る.広西a治区内の主要養護産地は，河池市(立川

市)，将[1州市，来賓市(象州県)および濡寧市(横

察)である.これらの主要産地の規模は非常に大き

く，例えば，機県の繭生産量は約 23，000t，宜州市

では約 30，000 tであり， 4つの主要産地主と合わせる

と自治区全体の 9割以上を占めている 11)

この急速な成長の要因としては，①生産性の高さ，

②繭流通のElEl3 {ヒ，これらの結果として③養蚕の収

益性の高さがあげられる.まず;①生産性の高さに

ついて見ると， 2006年の桑鼠 lムー当たりの荷量生産

量では，江蘇省 109.0kg，社rr江省 118.5kg，四川

省 95.7 kgであるのに対し広間自治区は 170.2kg 

と非常に高く， 2001年以降他省のニl二地生産性が{1&位

で推移しいているのに対し広間自治区では高水準

を維持している(図 5) このような広西自治区にお

ける高い土地生産性は，気候条件が繭生産に適して

いることに起思する.広iZli自治区は，亜熱帯性の瓶

暖な気候条件にあるため，養蚕期間が 3 月 ~11 月

末と!日;主要産地の江蘇省や漸江省よりも長く，また

改良された桑品種によって，桑の生産性も非常に高

い.これらの条件が，年間掃立回数を他省より増や

すことを可能にしているのである.

次に②務流通の自由化であるが， 2000年以降に，

広商自治区では農家からの生繭の買上を自由化し

(kg!ムー)
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た.自治区政府では，一定以上の養蜜規模(桑閤) 水準な維持していることが分かる. 1ムー当たりの

が確保され，設備の整備(製糸工場等の整備)がさ 浄産値と出荷価格の推移より，浄産錨の増大が出荷

れている企業に対して，桑園 100haにつき lつの 価格の上昇によるものであると言えよう 2002年以

収繭所の運営許可(繭買上許可)を出している.ま 降， 1ムー当たりの実質浄産僚は，広西自治区が最も

た，農家との生繭買上契約は，全量買上であること 高く， 2006年には 2，969. 5元に達しこの年の淑江

と，最低価格 (600元 /50kg) を保証することが必 守主，江蘇省、の出荷他A格の急激な上昇にも関わらず，江

須となっているため，養蚕農家の生産意欲向上につ 蘇省 2，419.9元，新江省、の 2，500. 1元，白川省、 1，332.6

ながっていると考えられる.自由化といっても 賀 元とは十分な格差があると言える.他省と価格水準

上許可を出す場合，桑園の確保が前提条約二となって がほぼ同じであるにも関わらずムー当たりの浄産

いることに加え，繭買上企業開での情報交換により， 値に格主主が存在しているのは，上述のように，広西

実際には生協の価格競争が生じておらず，他省、から 自治区の生産性が著しく高いためである.また広

の製糸工場等の進出合容易にしていると言える 商自治区は中国におけるサトウキビの最大産地であ

2006年現在，製糸工場は約 60工場(許可証を有す るが，サトウキビの 1ムー当たりの実質浄主主値は

るのは 54工場)であり，このうち 25~ 26工場は 780.9元 (2006年)であり，これは養蚕の 1/3以下

断江省を中心とする他省、から進出した工場である12)ー の水準しかないのである つまり，養蚕の収益性の

つまり，他省からの製糸工場の進出は，原料繭需要 方がはるかに高く，そのためサトウキビから桑悶へ

を増大させると符時に，養蚕農家の生産意欲を向上 の転作が進んでいることも 14) 広西自治区の養蚕の

させたと言え，これが広西自治区の養蚕業の急成長 急速な拡大要因の一つになっている.

の要因の一つであると考えられる 最後に，広西自治区における養獲の急速な拡大が

次に③養蚕の収益性の高さについて，主要省にお もたらしたインパクトについて述べる.農民 1人当

ける lムー当たりの実質浄産値 13) の推移を見ると たり年間総収入を見ると(表 4)，20例年では主要

(隈 6)，四)11省を除く江蘇省，淑江省，広西自治区で 産地のうち10"'1市だけが広商自治区平均を上回って

は， 2002年以降年々増大傾向にあり，特に 2005-2006 いたが， 2002年には象州県が， 20例年以降は全て

年には江蘇省，淑江省において大きく増大している. の主要産地が広西 13~合区王子均を上回る水準まで増大

次に，主要省の実質出荷価格の推移では(図 7)，各 した広西自治区における農民 l人当たり年間総収

省とも 2002年以降価格が上昇しており，広西自治区 入に占める自営業収入の割合は 1995年 85.8%から

は江蘇省，断江省よりも僅かながら下回るものの，高 2005年72.9%へと低下したものの，高い水機となっ
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表 4町広筒自治区農民 l人当たり年間総収入

2001年 2002年 2003年 2004~ 2005年

全自治区 2，753.8 2，864.6 2，916.2 3，280.6 3，717.5 

横県 2，692.9 2，900.0 2，951.2 3，541.6 4，105.4 

WIl州rlJ 2，704.1 2，934.7 3，055.5 3，496.2 4，272.5 

1L州市 3，167.3 3，292.0 3，444.4 4，110.6 4刀7.0

象州県 2，756.1 3，126.3 3，216.8 3，441.1 3，869.0 

出所:r広隠統計年鍛」各差別坂
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区18 広西自治区農民 1人当たり自営'第一次産業純

収入と牧業純収入
出所広泌統計年銭J各年版

ている.また，この自営業収入に占める農林漁業収

入の割合は， 1995年 85.4%から 2005年 91.5%へと

大きくなっている.このことは農民の収入が自家の

農林漁業収入に大きく依存していることを示してい

る そこで，広西自治区の各市・県における農民の

自;営業純収入のうちの第一次産業収入と牧業収入の

関係を見ると 15) (図 8)，も罰県，宜州市，象外|県の

::1::要養蚕産地では，牧業収入が言語いと同時に第一次

産業収入も高いことが分かる.つまり，養蚕業収入

が第一次産業収入を増大させ，その結果，農林漁業

に依存している農民の所得を増大させていると考え

られる.宜州市の場合， 2005年の牧業収入は 1，288. 3 

元であり，これは第一次産業収入 1，962. 3元の 65.7 

%を占めており，広間自治区の中でも 2番目に高い

収入金額となっている.また，同年の総収入でも広

西自治区平均 3，717.5元を大きく上回る 4，737元

であった.このような農民所得の向上は，農山村の

生活に大きなインパクトを与えた.例えば，宜外1m

の中心部から率で約 1時間の山奥にある孟山屯村

では， 1998年以降，養蚕規模が拡大しており，かつ

て棚田であった農地も含め，集落内の農地のほとん

どが桑園になるなど，所得向上に従って転作が進ん

だと考えられる.また，近年では養護業による多額

の現金収入によって，集落内に新築の家が建つよう

になり，さらに集落内の道路も舗装された.最近養

蚕を始めたばかりの隣接の集溶が，新築の家はな

く，集落内道路も未錦装であることと比較するなら

ば，養護業がもたらした経済効果は大きい

このように，広間良治区における養蚕の急成長は，

高悩絡と高生産性によって高収益性が実現し農民

のfflt尋増加をもたらした，その結果，農民の生活に

大きなインパクトを与えたと言える

5。まとめ

中国養蚕業は， r繭戦争」後，世界的なシルク需

要の低迷により，縮小傾向にあったが，シルク需婆

の罰復とともに回復してきた その要因として「東

桑商移」という養蚕産地の東部沿海地域から厨部内

陸地域へのシフトがあげられているが，実際には東

部沿海地域の主要産地は，経済発展・都市化に対応

して各省内で新たな産地を興して生産規模を維持・

増大させており， 西部内陸地域でも，特に広

西自治i互において高生産性と蔽の高価格水準によっ

て急速な養笈業の成長が見られるものの， I日間川省

では養蚕業が停滞している これらのことは，養蚕

の産地移動と宣うよりも， r東部沿海地減原

料繭需要地域Jr間部内陵部地域=原料繍供給地域j

という原料繭の需給関係を明確化したと言えよう

このような旧主要養蚕陵地における生産規模の

維持や広商自治区における急成長は，中国を「シル

ク大国Jであり続けることを可能にしたという怒義

を有しており，さらに，両地域において，低所得農

村地域への養蚕業の導入によって，それらの地域の

農民所得を向上させるという意義をも見出すことが

出来る.

現在，江蘇省や郡江省における繭不足を背景に，

広西自治区には他省からの製糸工場の進出が増加し

ている.今後も西部内陸部地域，特に広西自治区に

対する原料繭需要は言語まると考えられ，これから真

の「東桑窓移jが実現すると推測される.
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付記

本稿は，日本学術振興会科学研究費(課題番号:

18580230，研究代表宇 佐 美 好 文 ) の 研 究 成 果 の 一 部

であり， 2007年 10月の地域農林経済学会大会での個別

報告を主主にとりまとめたものである

注1)r溺戦争」は， 1988年と 1994年の 2度生じた詳しく

は，文献(1)，ひじを参照

2)例えば，女性ブラウスなどの輸入額が 1990年代後半に

半分以下に減少し絹織物の輸入額も 1995-2002年の

期間に 44.7%も減少した また. 1990年代後半には

EUおよびアメリカm場において総入絹織物の単吉田が

1990 年と比較して非~'f;に低水準で推移していた 詳し

くは文献 C3]を参照

3)中国シルク産業の管現体市IJの改革の詳絡については7

文献[lJを参照

4)シルク製品に対する悶内需喜さについては，中国でのシ

ルク会社への開き絞り誠査でも国内需要増加を縫認し

ており，文献 [9~ においても言及されている

5)中関繭総綱交易m場における隙き取り調査において!

投機臼的の売買が約半数であることを縫認しており，

文献弘〕でも言及されているー

6) 1997年より家屋芝市が澄絃fmとなったために。統計上で

は四川省とは区別されるようになったが，本筋では

1997年以降も重慶市を含めて!日間)11省として取り

扱った

7) 15ムーエ 1ha 

8)文献 [5Jp. 14よりヲ1m

9) r掃立Jとは，静化した蚕に始めて桑を与えることを

言う

10)主主主主農家の年間掃立回数に関する統計データは然いが。

*際にf折江省内の主陵地の一つである海軍市の養笈民

家に対する隠き取り謁交において磯認した事:災である

11)文献 [5Jp. 18より引用

12)広務自治区における製糸工場数については，聞き取り

誠査に恭づく

(65 ) 

13)浄産値=粗収益一物対主主

14)開き取り5司王主によれば，主要産地である横県や笠州m
では，サトウキビ以外にもジャスミン・水白からの転

作による桑隠拡大が多いとのことであった

15) 広凶統計年鐙Jでは，養蚕業J&入は牧業収入に含ま

れる.
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