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要旨：中国・黄土高原では環境保全策「退耕還林」にともなう食糧・現金補助や労働構造の転換によっ
て，地域住民は雑穀を中心とした自給自足を辞め，コムギ，コメを購買するようになった。しかし，こう
したコムギ，コメの産地の構成や食生活の変化が生じた背景には不明な点が多い。本研究では陝西省呉起
県を事例にコムギ，コメの販売の供給元を調査した。その結果，コムギ，コメの供給元は，近隣穀倉地域，
遠隔地となる全国規模の生産地，香り米を生産する国外産地の 3つに大別でき，こうした流通が形成され
た背景として，生産地と消費地との地理的近接性，全国規模の流通ネットワーク，所得増加による食の嗜
好の多様化が示唆された。 
キーワード：食糧供給，食生活の変化，退耕還林，地理的近接性，食の嗜好 
Abstract：According to the assistance of grains, financial subsidy to residents and conversion of 

laboring structure caused by ‘Grain-for-Green Project’ (GGP) in the Chinese Loess Plateau, eating 
habit of residents was changed to wheat and rice which are difficult to be cultivated in the region. This 
study investigates the production areas of wheat and rice to Small Towns (Xiaochengzhen) which are 
known as hub of population, trading and manufacturing in Chinese rural areas. This study detects 
three zonings of grain production areas. The result actual food supply and pointed out the problems of 
valuation methods of GGP without taking these influences into account. It is implied that causes of 
the result are geographical proximity, national distribution networks and diversification of tastes. 

Key Words： Grain sales, Changing dietary habitat, Grain-for-Green Project, Geographical 
proximity, Tastes  

 
 
はじめに 

 

黄土高原では 1999年以降，土壌侵食の緩和や水源涵養

の促進と，農村住民の生活水準向上の達成を目指す退耕

還林が行われてきた。退耕還林は食糧供給と密接不可分

な関係にある。退耕還林では耕地の多くを緑化するため，

植林実施者に対する食糧や現金の補助を，5 年ないし 8

年の年限を設けて実施している。2007年には食糧から現

金補助へと切り替えられたが，その背景には，食糧余剰

が発生していた食糧生産量が全国的に減少へと転じたこ

とが大きく関与している（元木，2013）。こうしたことか

ら，退耕還林の成否や課題について，食糧の生産量変化

や供給の安定性，食生活に関する多くの研究が行われて

きた。多くの場合，退耕還林実施地区における食糧供給

上の課題はない（王ほか，2013），あるいは小さい（国家

統計局課題調研組，2004；姚，2011，2012）といった結

論が導かれている。こうした一連の研究では，食糧需要

を当該域内で自給できているかに注目することが多かっ

たが，黄土高原の農業は伝統的に穀物生産が主であり，

収穫された穀物の大部分は彼ら自身によって消費されて

いた（秦，2001）。そのため，農業生産のデータを用い，

食糧需給を閉じた空間のなかで評価する従来の枠組みは，

退耕還林以前には適切な評価手法であったと考えられる。 

ただし，黄土高原北部をはじめとする雑穀生産が中心

の地域では，退耕還林により「地域で生産が困難なコメ

やコムギが食生活の中心となり，生活が改善されたと感

じる」という農村住民の声が聞かれているなど（何ほか，

2008），食糧消費構造に大きな変化が生じている。そのた

め，当該地域における食糧需給上の特徴は，作付可能な

作物がトウモロコシやジャガイモ，雑穀である一方，消

費される穀物がコムギとコメであるために，すべてを周

辺地域から賄わなければならないという構造にある（何，

2009）。この構造を適切に評価し，適切に是正するために

は，対象となる地域のコムギ，コメの供給元を特定し，

流通形成の背景を明らかにすることが求められる。この

問題意識から，本研究では陝西省呉起県を事例として，

小城鎮のスーパーマーケット（以下，スーパー）に焦点

を当てて，販売されるコムギとコメの供給元を特定し，

その流通形成の背景を明らかにすることを目的とする。 
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  １．対象地の概要と食糧を取り巻く地域環境の変化 

 

１．１ 対象地の概要 

中国北方に位置する陝西省は，退耕還林が最初に実施

された三つの省の一つであるが，なかでも呉起県は退耕

還林を先駆けて実施した場所であり，「黄土高原水土保持

重点区」および「全国退耕還林モデル県」等に指定され

ている（陝西省林業庁・陝西省林業調査計画院，2009; 李

ほか，2006）。また環境保全や住民生活水準の向上の面で，

最も退耕還林が成功した地域とされ（姚・張，2008），こ

れまでも様々な退耕還林に関する研究の対象地として選

ばれてきたことから（たとえば，Bullock and King, 2011; 

姚・張，2008），本研究の事例として最適な地域と判断し

た。本研究の対象地である陝西省呉起県には 7つの鎮と

2 つの郷があり，県政府は呉起鎮に所在する。呉起県で

は退耕還林によって 1998～2010年の間に耕地の 46.3%が

減少した（延安市林業誌編纂委員会，2011）。退耕還林以

前の代表的な農作物はアワやキビであったが（呉旗県地

方誌編纂委員会，1991），2008年現在，農産物の 73%はジ

ャガイモとトウモロコシであり，コムギとコメの生産は

みられない 2）。 

１．２ 対象地における穀物小売環境の形成 

小城鎮は，市場町の機能を有し伝統的に定期市が開催

されてきた農村地域における商品流通・売買の結節地で

ある（石原，2009）。本研究の対象となる陝西省北部の黄

土高原では，雑穀が自給自足されていたことや，人口密

度の低さ，複雑な地形環境による利便性の悪さ等により，

中国国内や陝西省内の他地域と比べて歴史的に定期市の

密度が低く（張，2008），定期市で取引される商品も日用

品や野菜などに限られ，穀物はあまり取引されてこなか

った（秦，2001）。このような穀物の自給自足構造は，小

城鎮における商取引の主体が定期市から国営商店へと移

り，さらに改革・開放によってそれが定期市へと戻って

以降も大きな変化はなかったが（呉旗県地方誌編纂委員

会編，1991）3），退耕還林が実施されたことで，この構

造に変化が生じた。 

呉起県では 1984年以来，石油産業が地域の経済発展と

雇用機会の創出に重要な役割を果たしてきた。一方，1999

年の退耕還林以前，ほとんどの農家は農作業に専念して

おり，こうした雇用機会を活用することはなかった

（Bullock and King, 2011）。そのため 1990年代は，農

家は自給自足の生活スタイルを維持していた（Bullock 

and King, 2011）。しかし，退耕還林によって雑穀の生産

が減少し，代わってコムギを主とする食糧や，現金の補

助が支給されたことが 4），日常的にコムギやコメを消費

する食文化を萌芽させる契機となった（FAO，2011; 何ほ

か，2008）。さらに，農地の多くが緑地へと転換されたた

め，農業に従事していた住民は代替的な収入源を求めて

県内の石油産業，建設業，運輸業等に従事することとな

った（Bullock and King, 2011）。こうした退耕還林によ

る労働構造の急激な転換は，農家の現金収入の増加をも

たらし，穀物消費を自給自足から貨幣による購買へと移

行させる大きなきっかけとなった。 

さらにこの移行を，流通の自由化や小城鎮改革といっ

た全国規模の政策が後押しした。法制度の面からみてみ

ると，2001～2004年にかけて中国の穀物流通が完全自由

化され（池上，2012），青果物の流通に準じたシステムと

なったことが（農林水産省国際部国際政策課，2010），中

国全土で穀物の広域流通ネットワークを形成させた。加

えて，第十次五カ年計画（2001～2005年）にはじまる小

城鎮に対する産業発展改革，社会インフラ整備の促進 5)

によって，農村地域における小城鎮の経済的な影響力が

拡大し（劉，2014），1990 年代以降，大都市を中心に普

及し始めていたスーパーが，全国に普及していったこと

で（石原，2009），小城鎮の一部でも定期市にかわってス

ーパーの果たす役割が拡大していくこととなった（神

田・大島，2013）。呉起県で初めてスーパーが開業したの

は 2000年のことであり，その後も店舗数は増加していっ

た 6）。このようにして，退耕還林後のコムギ，コメの消

費需要への対応は，小城鎮におけるスーパー等の小売店

が担っていくことになった。 

 

２．研究方法 

 

まず呉起県におけるスーパーの進出状況とその立地を

把握した。呉起県ではスーパーと常設農産物小売市場で

販売されている青果物に対して「農産品農薬残留検測」

とよばれる残留農薬の検査が県農業局により実施され，

その結果が店舗と実施日ごとに県政府の Webページ 7）で

公開されており，これを利用して，2015年 7月から 2016

年 4月にかけての計 7回の検査結果を閲覧し，当該地域

にある店舗数を把握した。そのうえで，調査するスーパ

ーを選抜し，対象となる各店舗において，コムギとコメ

の販売方法，産地を観察し，情報を収集した。販売され

ているコムギとコメの産地標記を把握するため，7社 10

店舗から 6社 7店舗を選抜し現地調査を実施した。1社

が展開する4店舗のうち2店舗を対象に選び（スーパーc，

g），5社 5店舗を北部・南部に分散するよう立地を考慮

して選んだ。期間はスーパーa，f，gについては 2015年

9月に，スーパーb～eについては 2016年 7月に実施した。 
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えられる。中国における穀物の主要産地は，東北部（主

要生産穀物：トウモロコシ，コメ，ダイズ），黄淮海地区

（コムギ，トウモロコシ），長江中下流域（コメ）の 3

地区で，新疆（コムギ）を加えることもある（亢，2014）。

全国への供給量は上記の 3地区が 85.5%を占めており，

コムギでは黄淮海地区が全国生産量の 50%以上を占めて

いる（胡ほか，2006；亢，2014）。ただし，この 3地区が

穀物を供給している圏域は異なっており，黄土高原を含

む中国北方地域では，コムギは黄淮海地区で生産された

商品が，コメは主に東北部で生産された商品が供給され

ている。図 3が示すように，中国におけるコメの最大生

産地は長江中下流域であるが，ここで収穫された商品は，

基本的に長江中下流域内の需要に対応しているため，一

般的に中国北方地域には供給されていないとされている

（亢，2014）。スーパーでみられた小麦粉や精米の産地の

傾向を考察すると，小麦粉，精米ともに，呉起県は，他

の中国北方地域と同様の特徴を有しているといえる。た

だし，その影響力という点では，黄淮海地区の小麦粉と

東北部の精米の構成比には大きな隔たりがあり，小麦粉

が遠隔地の影響力が小さく近隣地域の影響が大きいのに

対して，精米は近隣地域に並ぶ影響力を国内の主要遠隔

地が有していると考えられる。 

４．３ 国外からの供給 

本調査では，7店舗中 5店舗でタイ産のコメが 1～3種

類販売されており，合計で 6種類の商品が観察できた。

また，スーパーbではカンボジア産のコメが 1種類販売

されていた。これら 7種類はすべて香り米であった。本

研究の結果は，黄土高原でも広域流通の発展にともなっ

て，東南アジアの輸出産業の影響がみられたことを示し

ているが，その理由は，コメの品種から中高所得者層を

中心とする消費者ニーズにあると思われる。その根拠と

して，下記のような 1990年代以降の経済成長と消費者の

高級志向への移行との関係が挙げられる。 

中国は世界のコメ生産量の 30%を占める生産国であり

輸出国でもあるが，同時に毎年タイから数十万トンのコ

メを輸入している。かつコメの輸入先の 90%以上がタイ

であり，すべてが香り米である（2007年）（宮田, 2011）。

その理由を宮田（2011）は，中国の経済成長にともなう

中高所得者層の増加と食生活の変化であると指摘してい

る。すでに香港で高級米として定着していたタイ産香り

米が，1990年代から 2000年代にかけて，経済成長によ

って中高所得者層が高級志向に移行していくなかで彼ら

の食生活に取り込まれていった。 

本調査の結果は，呉起県でも中高所得者層が形成され，

食の嗜好が多様化しているとともに，中国の都市部で拡

大してきた食生活の変化と，豊かさの証としての「タイ」

ブランドの認知度が，呉起県の県城鎮にも波及してきて

いると推察できる。とくに，中国におけるタイ産香り米

需要の 8～9割が広東省に集中しているとされる中，中国

北方内陸の小城鎮でも需要が生み出されつつあることは

興味深い。加えて，東北部で収穫された精米が「タイ風

味」として売り出されていたことや，販売される精米の

うち 40%以上を香り米が占めていたこと，カンボジア産

香り米がみられたことは，価格高騰するタイ産香り米に

代わる中国産香り米の栽培や，中国の需要に対応した

2000 年代後半以降の東南アジアにおける香り米栽培の

拡大が背景にある（宮田，2011）。こうしたことから，呉

起県の県城鎮では，高級なタイ産の香り米に加えて，よ

り手ごろな香り米への需要も生まれていると推察される。 

 
おわりに 

 

呉起県では県政府所在地の小城鎮である県城鎮に，都

市部で影響力を拡大していたスーパーが進出し，市街中

心部にまとまって複数立地している傾向が示された。一

方，他の小城鎮においてスーパーは展開しておらず，そ

の進出状況には差がみられた。 

また，スーパーで販売されている小麦粉と精米の産地

を調査した結果，産地の傾向は，寧夏をはじめとする近

隣穀倉地域，呉起県からは遠隔地にあたる中国北方地域

の代表的な食糧生産地域，そしてタイ等の国外の香り米

生産地であることが明らかとなった。それぞれの生産地

域からの流通が形成された背景として，国内産地からの

供給が，主に生産地と消費地との地理的近接性や，中国

北方地域の広域流通ネットワークによって説明される一

方で，国外から輸入された商品については，所得の向上

にともなう需要の変化が考えられる。以上のように，当

該地域では農村の中で食糧需給が完結していた状況は変

容を遂げていた。とくに，タイ産の香り米など，品質や

ブランドといった付加価値に対する消費者の注目も萌芽

しているなど，住民の需要は多様化しつつあるといえる。 

本研究の結果を踏まえると，退耕還林後の呉起県では，

食糧供給の点で考慮すべき空間範囲が変化している。ゆ

えに当該地域において食糧供給の安定性を正確に評価す

るためには，本研究が明らかにしたコムギ，コメの供給

元と流通形成の背景を考慮した，食糧の生産と供給のマ

ネジメントやモニタリングが求められる。そのためには

今後，各店舗間の関係や調達チャネルなど他の主体との

関係性，流通を含めた仕入れ先の状況や，原料産地の自

然環境や社会経済状況の変動など，生産から消費に至る

包括的なシステムの把握や，呉起県以外の他の黄土高原

の状況分析が期待される。これらは今後の課題としたい。 
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補 注  

1）基本的な行政単位は上位から（１）省・自治区・直轄市，（２）地級市，

（３）区・県級市・県，（４）鎮・郷の順である。区の下には郷鎮に

代わって市街地を管轄する街道弁事処（区の出先機関）が置かれる。 
2）『延安統計年鑑（2000年，2008年）』による。 
3) 県誌によると，呉起県では 1979～1985年の間を除き，定期市でのコ

ムギとコメの取引はみられない（呉旗県地方誌編纂委員会，1991）。 

4)「陝西省退耕還林（草）試点糧食供応暫行弁法」では，呉起県を含む

延安市は，コムギ 50%，トウモロコシ 50%の割合で食糧補助を支給す

るよう規定されている。 

5) 小城鎮改革は，「三農問題」と呼ばれる農業・農村・農民問題の解決

と，大都市の過密化や都市公害の緩和等に向け，小城鎮を近隣農村出

身の出稼ぎ労働者の受け皿にすべく進められている（劉，2014）。 

6) 華商報・華商網の 2015年 10月 30日付記事「一个開超市的老板為啥

被称為呉起県的“名片”？」による。記事は，呉起県で初めてスーパ

ーを開いた男性に焦点を当てて，その過程を紹介している。 

7）呉起県政府．政務公開＜http://www.wqx.gov.cn/news/snxx/index.html
＞，2016.5.27参照 

8) 延安市中心部（宝塔区）には，「延安恒豊制粉株式会社」という小麦粉

加工工場が2008年に設立されており，小麦粉加工工場として宝塔区で

唯一，かつ延安市内で最大の規模を誇る。当社 Web ページ＜

http://www.yahfmf.com/page/html/company.php＞，2016.9.22参照 
9）黄淮海地区は黄河，淮河，海河の 3河川が形成した中国最大の沖積平

原で，中国全土の 19%にあたる 2330万 haの耕地を有する重要な農業

生産地である。河南，山東，河北など7つの省，直轄市に広がる。コ

ムギやトウモロコシ等の二毛作を行う地域が多い（Li et al., 2015）。 
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