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はじめに

　中国においては、1978年12月の中国共産党11期3中全会後の「改革開放」政策のもとで、

1950年代に推進された社会主義的集団化は相次いで大転換を迫られた。内モンゴルの牧畜

業における人民公社の解体も、当然、中国のこの大きな歴史的転換の一部である。内モン

ゴルの牧畜業地域における人民公社化は、中国の他の農業地域と同様に1958年から推進さ

れ、1961年に完了した。そしてこの体制は、1983年の「家畜と放牧地の請負制」（「草畜双

承包」制度、経営者である牧民が牧畜経営と放牧地管理の自主権をもつこと）の実施によ

り終焉を迎え、20年余りも続けられた牧畜業人民公社が解体された 1。さらに、1996年か

ら「改革開放」後の社会変革の重要な一環となる、草原の「所有権、使用権と請負制」（「双

権一制」）が実施された。

　「改革開放」後の中国の農業人民公社の解体に関しては、日本を含む中国内外における研

究はかなり進められ、優れた研究成果も数多く出されている 2。しかし、これらの研究は、

人民公社化の歴史を探るうえで非常に重要な意味をもつものの、研究が対象としているの

は一般の農業人民公社であり、おもに少数民族の従事する牧畜業における人民公社化につ

いてはほとんど言及していない。

　「改革開放」後の内モンゴルの牧畜業における請負制に関しては、仁欽（2019）では「改

革開放」初期の内モンゴルの牧畜業地域社会の実態について検討している。阿部治平（1984）

は内モンゴルの牧畜業における新「スルク」制の背景や問題点について考察している。敖

登托娅・烏斯（2004）は内モンゴルの草原所有制と生態環境の建設の問題について、李宗
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1 内モンゴルの牧畜業地域における人民公社がソム（一般漢人地域の郷に相当する行政単位）、
生産大隊がガチャー（一般漢人地域の生産大隊に相当する行政単位）と改称され、1983～
1984年の間に内モンゴルの牧畜業地域に431のソム政府が設立された。

2  例えば、日本においては、小林弘二（1997）は、農業人民公社の解体と農村の再編の経緯、政
策展開、改革の問題点などについて詳細に論じている代表的なものである。そのほか、生産請
負制のもとでの農業経営の変化に関する朱雁・伊藤忠雄（1993）、農業改革と地域社会に関す
る佐々木隆（1991）、生産請負制のもとでの農業生産の実態の調査に関する春原亘（1988）、農
業生産の請負制に関する久野重明（1986）などが挙げられる。中国国内においては、農村人民
公社化に関する羅必良（1999）、陳緒林（2004）、凌志軍（1995）、蔣励（2002）などの研究がある。



海（1984）は経営各戸請負制（「包幹到戸」請負制）についてそれぞれ考察している。盖志

毅ほか（2008）は「改革開放」以降の内モンゴルの牧畜業における政策の変遷を概観して

いる。そのほか、内モンゴルの牧畜業地域における改革に関する調査報告である艾雲航

（1995）、ホルチン右翼前旗オラーンモドにおける請負制に関する調査報告である劉景毓ほ

か（1985）、フルンボイル盟新バルガ左旗における請負制に関する調査報告である雲龍・孫

秀民（1984）などが出されている。そのほか、包玉山等著（2011）、烏日陶格套胡等著（2018）、

郝維民主編（2012）、王鐸（1998）、林蔚然・鄭広智（1990）、浩帆（1987）、内蒙古自治区畜牧

業庁修志編史委員会（2000）では、内モンゴル現代史、経済史、革命史などの方面から、内

モンゴルの牧畜業における請負制と人民公社の解体について概説的な記述がなされてい

る。

　本稿では、「科右前旗人民政府関於進一歩完善落実“双権一制”若干問題的規定（1997年

4月19日）」（科右前旗档案館所蔵105-2-118）、内蒙古党委政策研究室・内蒙古自治区農業委

員会編印『内蒙古畜牧業文献資料選編』（内部資料、呼和浩特1987年）などの文書史料と内

部資料を駆使し、内モンゴルの草原「所有権、使用権と請負制」はどのような背景と要因に

もとで実施されたのか、その具体的内容と方法はどのようなものであったのか、それの実

施はどのような歴史的、現実的な意義をもつのか、などを究明したい。

1．内モンゴルの草原「所有権、使用権と請負制」の実施の背景

　「文化大革命」期間において、内モンゴルの牧畜業における被害は深刻であった。それま

での数多くの正しかった牧畜業に関する方針、政策 3は「修正主義」とみなされ、批判され、

牧畜業活動のすべては否定され、牧畜業生産は全体的に麻痺や混乱状態に陥った。「文化大

革命」期間の内モンゴルの牧畜業生産は三回にわたる落ち込みの時期があり、全体的にも

停滞ないし後退していた 4。

　内モンゴルでは、中国の他の地域と同様に1976年10月から1982年9月までの6年間にお

いて、政治、経済、思想の各方面で「拨乱反正」が進められた。例えば、政治面、組織面にお

いては、「烏蘭夫反党叛国集団」、「内モンゴルの二月逆流」、「新内人党」などの冤罪事件に

関する名誉回復がおこなわれた 5。
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3  例えば、牧畜業地域における民主改革における「牧場主の家畜分配をせず、牧場主に対し階級
区分をせず、階級闘争をせずに、牧場主と牧畜労働者の両方の利益になる」政策、社会主義的
改造における「穏、寛、長」という原則、長期にわたって実施されてきた「開墾禁止、放牧地保護」
政策、国民経済調整期の諸政策などが挙げられる。

4  詳しくは、仁欽「『文化大革命』期間における内モンゴルの牧畜業の実態の検討」『日本とモン
ゴル』第51巻第2号、2017年を参照。

5  詳しくは、仁欽「内モンゴルの民族活動における『拨抜乱反正』の検討」『国際問題研究所紀要』
第149号、2017年を参照。



　内モンゴルの牧畜業における「拨乱反正」は、1977年1月に開かれた内モンゴル自治区

牧畜業活動座談会から始まった。この会議においては、牧畜業の重要性が指摘され、放牧

地保護の具体的な指示が出された。会議後、「牧畜業地域人民公社基本採算単位の家畜群生

産組に対して生産量及び労働力を決定し、卓越した生産に対し奨励をおこなう制度」（「牧

区人民公社基本核算単位対畜群生産組実行定産、定工、超産奨励制度」、通常「両定一奨」

と略する）が公布、実施されたため、内モンゴルの牧畜生産の経営管理が改善され、牧畜

業生産の秩序も回復がなされ、牧民の牧畜業生産発展に対する積極性が発揮されるように

なった。さらに、「当面の農村牧畜業地域における若干の経済政策問題に関する規定」、「内

モンゴル自治区の農牧業生産を向上させることに関する意見」、「農村牧畜業地域における

若干の政策問題に関する決定」などの一連の政策、方針と措置が実施された結果、内モン

ゴルの牧畜業は復興・発展した。しかし、他方では内モンゴルの牧畜業人民公社において、

経済政策の実施と経営管理の面で生じていた家畜の買取価格、分配上の平均主義などの問

題も少なくなかった 6。

　そのため、内モンゴルの牧畜業地域において、1981年から牧畜業全面請負制が導入され

た。牧畜業全面請負制の実施により、牧民の牧畜業生産の積極性が発揮され、牧畜業生産

は発展し、牧民大衆の生活水準も向上した。しかし、他方では指標値が高過ぎることによ

る目標を達成できない問題、放牧地の開墾、破壊の問題などが生じていた 7。

　上で述べてきた背景のもとで、1984年より内モンゴルの牧畜業においては「放牧地と家

畜の請負制」が導入、実施された。その効果の面からみれば、確かに牧畜業生産は発展をみ

せ、牧民の収入が増加し、牧民の生活も向上した。さらに、当該請負制の実施により、20

年あまりも続けられた牧畜業人民公社の体制も解体された。しかし、「放牧地と家畜の請負

制」8の実施の過程において、管理の混乱、家畜の増加と放牧地退化の矛盾及び学校教育の
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6  詳しくは、前掲仁欽「内モンゴルの牧畜業における『拨乱反正』に関する考察」を参照。
7  詳しくは、仁欽「オラーンモド人民公社における全面請負制に関する考察」『日本とモンゴル』

第52巻第1期、2017年を参照。
8  内モンゴルの牧畜業地域においては、1983年からの「放牧地と家畜の請負制」とは、「家畜に

価格を付けて、各牧民戸に請け負わせる」制度と「放牧地を公有化し、請け負わせて経営させ
る」方法の総称である。「家畜に価格を付けて、各牧民戸に請け負わせる」制度とは、集団の家
畜に価格が付けられ、牧民個人に請け負わせて、一定の期間で付けられた金額を返還させる
ものである。その付けられた価格は、一般的に市場価格より安く、また地域によって異なり、
返還期間は一般的に5年、7年、10年、15年である。「放牧地を公有化し、請け負わせて経営
させる」方法とは、末端単位や牧民個人に放牧地を使用させる時に、旗県級の人民政府より放
牧地使用証が発行される。そのうえで、草原管理委員会が設けられ、草原管理公約が制定され、
国家、集団と個人の権利及び義務が明確化され、合理的な草原管理制度を構築することを指
す。



遅れなどの様々な問題が生じたのである 9。

　上述の諸事情を鑑み、内モンゴル党委と政府は、草原有償請負制を牧畜業地域における

改革の重要な内容の一つとして推進するようになった。1985年9月26日、内モンゴル党委・

政府より公布された「牧畜業の発展を加速させる若干問題に関する決定」では、「国有草原

あるいは集団所有草原を使用する機関または個人は、草原管理費を納付すべきである」と

規定され、草原管理費の基準、徴収原則、使用原則なども具体的に規定された 10。

　1986年からアルホルチン旗、オラド中旗などの地域において、草原有償請負制が試験的

に開始された。1989年9月1-5日、内モンゴル自治区放牧地有償請負、使用に関する現場会

議がアルホルチン旗で開かれ、放牧地を「牧民各戸に請け負わせ、有償使用させる」制度の

確定と推進が決定された。さらに、次のような放牧地有償請負の原則が制定された。（1）放

牧地使用者の責任、権利、利益の統一と長期使用の原則。（2）放牧地の生産力を発展させ向

上させる原則。（3）経済利益と生態系効果を同様に重視する原則。（3）科学管理の原則 11。

　1989年10月15日、内モンゴル自治区農業委員会は、内モンゴル自治区人民政府に「放牧

地の使用権、放牧地有償使用制度を一段階進めて実施することに関する報告」を提出し、

牧畜業地域と半農半牧地域における放牧地有償請負制の実施の指導思想、原則、やり方に

ついての意見を提起した。当該報告は、同月25日に内モンゴル自治区人民政府に批准され

た。

　1990年1月、内モンゴル自治区党委・人民政府により発令された「農村牧畜業地域の改革

を深化させることに関する意見」においては、三、五年内に牧畜業地域における放牧地有償

請負制を徹底的に推進するように指示した 12。この指示のもとで、1990年においては、内モ

ンゴル自治区の9盟市の12旗県、69のソム、郷、鎮、539のガチャー、村の牧民は2億2900

万ムーの放牧地を請負い、その請負額は575.26万元であった。さらに、1993年においては、

内モンゴル自治区の10盟市の51旗県、198のソム、郷、鎮、1115のガチャー、21.6万戸の牧

民は、5億7000万ムーの放牧地を請負い、その請負額は5118.31万元であった。内モンゴル

の牧畜業地域、半農半牧地域における放牧地有償請負制の推進は基本的に完了した 13。
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9  詳しくは、仁欽「内モンゴルの牧畜業の放牧地と家畜の請負制の再検討」『モンゴルと東北ア
ジア研究』第3巻、2017年を参照

10  内蒙古党委・人民政府「関於加速発展畜牧業若干問題的決定」（1985年9月26日）内蒙古党委
政策研究室・内蒙古自治区農業委員会『内蒙古畜牧業文献資料選編』第二巻（下冊）、呼和浩特、
1987年、611-617頁。

11  内蒙古自治区畜牧業庁修志編史委員会編著『内蒙古畜牧業発展史』内蒙古人民出版社、2000年、
266頁。

12  同上書、267頁。
13  同上。



　内モンゴルの牧畜業地域、半農半牧地域において実施された放牧地有償請負制の効果か

らみれば、まず、放牧地の保護、管理、建設の責任を牧民戸と結びつけることができ、草畜

の矛盾の解決には大きな役割を果たした。次に、牧民の放牧地の利用率を向上させる積極

性が発揮されるようになった。第三に、放牧地建設の新しいシステムができ、放牧地建設

用の資金を集めるルートが拡大された。

　しかし、他方では、放牧地有償請負制に実施においては、次のような問題が生じていた。

（1）利用や建設に適性のある放牧地の使用権を牧民戸に請け負わせない問題。（2）一部の

地域においては、放牧地の所有権をガチャー、村級の集団組織にまでに定着させた。しかし、

牧民各戸に請負わせなかったことにより、放牧地に関する責任、権利と利益が不明確であっ

た。（3）一部の地域においては、放牧地の境界線が不明確であったことにより、使用権の確

定に影響した 14。

　要するに、放牧地の所有権と使用権が、統一された体制に至らなかったことにより上述

の問題が生じた。そのため、内モンゴル自治区党委と政府は、牧畜業地域における経済体

制改革に必要に応じて、草原「所有権、使用権と請負制」を実施するようになったのである。

2．内モンゴルにおける草原「所有権、使用権と請負制」の実施

　内モンゴル自治区人民政府は、牧畜業地域における草原管理制度の改革を深化させ、草

原の管理保護と合理的利用を強化し、牧畜業の発展を促進させるため、1996年11月20日

に内モンゴル自治区の草原の「所有権、使用権と請負制」を実施し完成させる規定を公布

した。規定では、草原の所有権、使用権と請負制を実施に関する諸問題について以下のよ

うに規定された。

　第一に、草原所有権の実施について。内モンゴル自治区境域内の草原は、法律によって

全民、集団に所有される。国有草原とは、国有する農場・牧場・林場、企業事業機関、社会

団体、軍事施設の使用する草原、国家規定の都市企画区域の草原、草原類の自然保護区域、

未開発利用の草原及びそのほかの非集団所有の草原を指す。国有草原は、所属される旗県

人民政府に管理される。

　第二に、草原使用権の実施について。国有草原の使用権は、草原を管理する地方人民政

権による機関または組織により実施される。集団所有草原の使用権は、ガチャー、村の農

牧業集団経済組織、またはガチャー、村の村民委員会により実施される。

　第三に、草原請負制の実施について。集団所有草原の所有機関は、草原を基層生産組織

または農牧民に請け負わせ、経営させることができる。草原請負制の実施の際には、下記
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14  前掲『内蒙古畜牧業発展史』298頁。



のような原則が定められた。

　（1） 「大安定、小調整」原則。すでに草原請負制が実施された地域においては、請負は基

本的に合理的であり、方法は基本的に正確であって、牧民大衆の意見なしの場合、

一般的には大きな調整は行なわず、大衆の意見によって適切に調整すること。

　（2） 公平と効益の結合の原則。草原は牧民の牧畜業を発展させる基本的な生産手段であ

る。草原請負の際、牧民の利益を考慮すると同時に草原の経済的効益と生態利益を

考慮すること。

　（3） 統一と分散を結合する管理の原則。大部分の草原を牧畜業戸に請け負わせるととも

に、必要に応じて集団経済を発展させるための一部の機動的な草原を確定し、集団

経済組織に経営させること。

　（4） 権利、責任と利益の結合の原則。草原請負経営者は、法律によって請負った草原の

使用権をもち、如何なる人もその使用権を犯してはならない。同時に草原の保護、

建設などの義務がある。

　（5） 草畜平衡、増草増畜の原則。草原請負制を実施する際に関係規定に基づき、放牧地

によって家畜の数量を確定し、増草のうえで家畜を増やし、過剰放牧を防止するこ

と。

　第四に、草原有償請負制について。草原は自然資源であり、牧民の牧畜業を発展させる

最も重要な生産手段である。国有草原または集団所有草原を使用する機関と個人は、規定

にしたがって草原使用料を払わなければならない。さらに、草原有償使用制を実施する際

には下記の問題を明確に解決しなければならない。

　（1） 草原使用費の性質と徴収。草原請負費用の性質は自然資源の補償費である。国有草

原使用費は、草原を使用する機関または組織が契約の規定通りに実際に使用する基

層機関または大衆から徴収する。集団所有草原使用費は、請負契約通りに請負者は

支払う。

　（2） 草原使用費の基準。草原使用費の基準の制定は、実際状況に基づき、資源価値とそ

れに対する補償を考慮するとともに大衆の心理と経済能力を考慮することが必要で

ある。一般的には、草原使用費は1ムーの草原の牧草生産値の1～ 3％であること。

自然災害あるいはそのほかの原因により徴収困難の場合、草原所有権をもつ機関ま

たは使用機関への申し込みのうえ、旗県以上級の人民政府の批准をへて、草原使用

費の削減あるいは免除をすることができる。

　（3） 過剰放牧の場合における使用費の追加徴収。過剰放牧の場合、草原請負者は草原建

設への投資に力を入れるべきであり、あるいは放牧地の調整と家畜の数を減らすこ

となどを通じて草畜平衡を実現する。それでも過剰放牧が続いた場合、草原請負使
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用費を追加徴収し、過剰の数量が多いほど徴収費も高くなる。

　（4） 草原使用費の管理と使用。草原使用費の使用は、草原とその地域に使用する原則に

従う。集団所有草原の請負費は、その地域の旗県人民政府の規定に基づき、ガチャー、

村が使用し、ソム、郷は管理する。国有草原の請負費は、旗県級以上の人民政府の草

原管理部門により管理し、その地域の草原建設に使用する 15。

　1997年1月に開かれた内モンゴル自治区盟市牧畜局長会議において、草原の「所有権、使

用権と請負制」を実施する具体策が打ち出された。まず、各牧民戸が請負できる草原は牧

畜業戸に請負させ、請負できない草原はできるだけ小単位で経営させて、草原の所有権と

使用権を固定する。次に、有償請負制と合理的経営の措置を検討し、徴収費をその徴収地

域草原の保護や建設に使用する。さらに、請負方法、放牧地等級の区分と徴収費の基準、飼

育する家畜の数量を合理的に規定する。最後に、放牧地の使用を法制化する 16。

　会議後、草原の「所有権、使用権と請負制」は以下のような段階で進められた。（1）旗県

市、ソム、ガチャーの草原の境界線を鑑定し、放牧地の範囲と面積を明確にすることで、境

界線の不明の問題は解決された。同時に、放牧地の家畜積載量も確定され、草原の「所有権、

使用権と請負制」の実施の根拠が提供された。（2）人口、戸数、家畜の頭数を確かめたうえで、

人を中心としながら家畜の要素も重視し、戸を適切に考慮する基準にて放牧地の請負は行

われた。（3）大部分の放牧地を請負戸に請負わせたうえで、7％の放牧地を集団経営経済の

機動的な放牧地とし、ガチャー、村に統一的に経営させた。（4）草原集団所有機関及び草原

使用機関は、所属草原を基層生産組織あるいは牧民に経営させた。（5）鑑定された家畜積

載量に基づき、牧草によって家畜数は確定された。過剰放牧の防止措置として、過剰の家

畜には使用費が追加徴収され、その超過の数が多いほど徴収の基準も高くなる。（6）草原

の請負期間は、一般的に30年であり、最長50年である。（7）放牧地使用費は、一般的に放

牧地の草生産量価値の1～ 3％が徴収され、ソム、郷、鎮に管理され、ガチャー、村によっ

て使用される。（8）草原の集団所有権が確定された後に、旗県人民政府より「草原所有証」

が発行される。同様に使用権が確定された後にも、旗県人民政府より「草原使用証」が発行

される。

　上記の方法で、1997年末まで内モンゴルの44の旗県市に「所有権、使用権と請負制」が

実施された。実施された草原面積は7.7億ムーに至り、内モンゴル全体の利用可能草原の総

『日本とモンゴル』第55巻（141号）

－ 176 －

15  「内蒙古自治区進一歩落実完善草原“双権一制”的規定」（1996年11月20日）科右前旗檔案館
105-2-118。

16  内蒙古自治区畜牧業庁修志編史委員会編著『内蒙古自治区牧畜業発展史』内蒙古人民出版社、
2000年、298頁。



面積の80.27％を占める 17。続いて、1998年までに内モンゴルの草原所有権が実施された草

原面積は10.3億ムーになり、全体の92％を占め、草原使用権が実施された草原面積は8.12

億ムーになり、全体の95％を占める 18。

　内モンゴルの草原の「所有権、使用権と請負制」の実施の意義については下記のように

まとめることができる。

　第一に、草原の「所有権、使用権と請負制」の実施により、牧民の牧畜業生産の積極性

が発揮され、積極的に災害防止と放牧地建設を行なうようになった。統計によれば、1996

年と1997年における38旗県の牧民の自然災害防止に対する年間平均投資金額は5244.94

万元に至り、投資全額の72.72％を占める。これは、1991-1995年の牧民の年間平均投資額

が4006.27万元であり、総投資額が62.17％であったのと比べれば、投資額は10.55％増加し 

た 19。

　放牧地建設においては、1997年には内モンゴルの放牧地の総面積は1億2784.2万ムーに

至った。そのなかで、人工的に建設された草原の面積は2397万ムーで、改善された放牧地

の面積は2545.35万ムーであり、建設された草刈り場（「草庫倫」）の面積は7901.85万ムー

となり、1990年と比べてそれぞれ35％、52％、62％増加した 20。建設された草原面積は、

1996年と比べて2967万ムー増加した 21。

　第二に、内モンゴルの牧畜業が発展し、家畜の頭数は増加した。統計によれば、内モンゴ

ルの家畜頭数は、1996年に6697.7万頭に至り、1978年と比べて1.6倍に増加した。改良家

畜の頭数は3553.76万頭に至り、1978年と比べて3.4倍に増加した。食肉生産量は1003万ト

ン、牛乳生産量は56.6万トンに至り、1978年と比べてそれぞれ4.8倍、7.8倍に増加した 22。

　1998年には、内モンゴルの家畜数は2499.32万頭増加し、増加率は35.1％に至り、家畜総

数は7387.3万頭に到達し、1978年と比べて78％増えた。改良家畜数は4929.85万頭に至り、

1978年と比べて3.76倍に増加し、増加率も1978年の29％から1998年には67％までに増え

た 23。

　第三に、畜産品の商品化率が増加し、牧民の収入も増加した。1998年に内モンゴルの牧

畜業産の食肉は、129.4万トンに至り、1978年と比べて5倍に増加し、牛乳、羊毛も1978年
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と比べてそれぞれ8.6倍、2倍に増加し、牧畜業生産総額も198.5億元に至り、1978年と比

べて3.8倍に増加した 24。同時に、牧民戸の平均収入は、1982年の449.41元から1984年の

662.71元、1986年の927元、1990年の1371.35元、1995年の3364..57元、1998年の4842.28

元までに増加した 25。

　第四に、国民の生活と国家建設に畜産品を多量に提供できた。実例を挙げれば、1978-

1998年の間に市場と国家建設に1.2億頭の家畜、104.2万トンの羊毛、940万枚の牛革、1.6

億枚の羊革、450万トンの牛乳を提供し、畜産品の輸出額も全体の37％を占めたのであ 

る 26。

　

おわりに

　本稿では、内モンゴルの草原の「所有権、使用権と請負制」について考察してきた。「文

化大革命」終結後の内モンゴルの牧畜業における「拨乱反正」の進行、牧畜業生産の「両定

一奨」制度の復興、全面請負制の実施、「放牧地と家畜の請負制」の推進などの一連のプロ

セスや背景をへて、草原の「所有権、使用権と請負制」が実施された。

　内モンゴルの草原の「所有権、使用権と請負制」の実施は、内モンゴルの牧畜業における

経済体制改革のプロセスにおける「放牧地と家畜の請負制」に続く二回目の大きな変革に

なった。「放牧地と家畜の請負制」の実施より、20年あまりも続けられた牧畜業人民公社

の体制も解体された。しかし、他方では、管理の混乱、家畜の増加と放牧地退化の矛盾など

の様々な問題が生じた。

　草原の「所有権、使用権と請負制」が実施されたことにより、草原利用による平均主義の

問題が解決され、請負者の草原の管理、保護と建設における短絡的な行為が克服された。

また、請負は法律的保障があり、請負者は資金と労働力を投入して草原を建設するように

なった。さらに、草原の「所有権、使用権と請負制」の実施により、内モンゴルの牧畜業の

実情に適合した社会主義初期段階の経営管理体制が形成され、内モンゴルの牧畜業生産は

多く発展し、家畜の頭数、牧畜業生産の商品額と牧民の収入は大幅に増加した。同時に、国

民の生活と国家建設にも畜産品を数多く提供することができたのである。
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