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はじめに 
 

一つの国や社会の特徴は、他者と比較することにより一層、具体的に把握することが可

能になる。その際、何と比較するかによって異なる特徴が浮かび上がってくる。中国と比

較した際のロシアは、ヨーロッパと比較したときとはまた一味違う「素顔」を見せてくれ

るに違いない。 
中露比較の意義は、両国の間の共通項の存在により高められる。すなわち、①地域大国(人

口・面積)、②帝国の歴史、③ポスト共産主義国家、④近年発展の著しい BRICs のうちの二

国である、という大まかな共通性であり、それらの共通性にもかかわらず異なっている点

があるならば、それはどういった要因によるものか、というように考察を深めていくこと

ができるからである。 
ここで私が試みたいのは、「都市=農村関係」の中露比較である。私はもともと中国を舞

台として村落ガバナンス(治めること=統治・自治・政治)の比較研究を行っており、これま

で北京、山東、江西、甘粛の諸省に拠点を築き、農村におけるミクロな公共物の建設・維

持・管理に果たす村落コミュニティの役割について観察を続けてきた。昨年には、縁あっ

てロシアのタンボフ州とタタルスタン共和国でも同様の村落ガバナンス調査を行うことが

できた。本日は、「村」からもう少し視野を広げて、両国の「都市=農村関係」全般につい

て、現地調査の印象も含めながら比較を試みたい。キーワードは、「きつい関係」と「やさ

しい関係」である。「きつい関係」とは、農村から都市への人的・経済的資源の流れが都市

から農村への流れを大きく上回り一方通行になっている状態を指し、「やさしい関係」とは、

都市=農村間の資源の流れが均衡し、環流しているような関係を指す。 
報告の前半部分(1, 2)では、「伝統と社会主義革命」という歴史的な視野から両国の都市=

農村関係を振り返ってみたい。後半部分(3, 4)では都市化、教育、文化などに焦点を絞りた

い。 
 
1. 伝統的村落社会と近代化 

 
ここのポイントは二つである。すなわち、①ロシアでは伝統農村に「自治的」な村落が

存在していたが、中国ではそれが存在しなかったこと、②ロシアでは地主・領主は共同体

の外部に居住したのに対し、中国では(不在地主もいたが)地主が基本的には村落の内部にい
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て、有徳の士あるいは「ボス」として君臨していた点である。より詳しく見てみよう。 
第一に、「共同体」の存在について。ロシアではミール共同体が存在し、土地を共同で所

有していた。農民は個別に経営を行ったが、ミールによる定期的な割替えに従わねばなら

なかった。中国農村の場合、かっちりとした枠組みを持つ共同体は存在しなかった。雑姓

の混住する北方農村ではもちろん、南方では血縁による擬似的共同体が見られたのみであ

り、村民が互いに結びつく際、それは治安維持のための結社など、どちらかといえば消極

的な、必要に基づく最低限の協同・連帯であった。 
第二に、村リーダーと村落の関係について。ロシアのミールでは、村長(スターロスタ)、

家長からなる村会(スホード)があり、長老会と慣習法による自治が行われたのであり、突出

した個人が村を率いたわけではない。地主・領主はむしろ村の外部者であり、村内のリー

ダーといえばせいぜい「クラーク」であった。クラークは自分でも耕作を行うという意味

で普通の農民であり、したがって村内に限ってみれば「階級対立」の要素は希薄であった。

中国では伝統的には農村内に科挙(官吏登用試験)の有資格者たる郷紳・地主が居住し、農村

社会のインフォーマルなリーダーとして振る舞っていた。近代以降、不在地主化が進んだ

が、中小地主はやはりコミュニティ内に居住しており、「実力主義的」に村落社会を統治し

た。つまり「階級対立」の芽は、村とその外部の間にではなく、村内にあったということ

である。 
第三に、村(リーダー)と国家の関係について。ロシアの帝政はミールを温存し、1861 年

の農奴解放も結果としてミールを維持強化することにつながったといわれる。1905 年革命

の農民運動で、ミールは専制と地主貴族に対する闘争拠点となったため、1906 年のストル

イピン改革では共同体の解体と富農の分離が試みられたが失敗した。中国の伝統的な村落

統治は、①県行政の手足としての胥吏・郷約を通じたフォーマルな指令系統と、②有徳の

郷紳を通じたインフォーマルなフィードバック機能を併存させたという意味で、「双軌政

治」(費孝通)と呼ばれる。中華民国(1911~1949)以降の近代化の過程では、国民党政権によ

りフォーマル軌道への一元化が試みられた結果、村レベルからは有徳のリーダーが消失し、

前述の実力主義的な中小地主が村を統治することになった。これにより、村内の階級対立

はいっそう顕在化することになった。 
 
2. 革命と農村社会 

 
(1)ロシア革命と中国革命 

中露における社会主義革命は、都市を基盤とする革命エリートと伝統的農村社会との相

互作用として読み直すことが可能である。ここでのポイントは以下の通りである。まず、

前述の通りロシア(ソ連)農村では、もともと強固な村落共同体が存在し、ロシア革命にも役

割を果たすとともに、革命後にも成長した。まさにこのために、さらなる国家権力の浸透

のためには農業集団化のかたちを借りて一気に共同体を破壊することが必要となった。こ
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れに対し、中国農村では強固な共同体が存在せず、革命エリートは村内の階級対立を革命

に利用するため、農民間に浸透し、革命に共鳴する農村リーダーを各村で養成した。その

ため、集団化は村を破壊するものではなく、伝統農村の枠組みと慣習経済を温存しながら

新しい村を「再編」ないしは「創造」するものとなった。以下、ロシア革命と中国革命そ

れぞれの農村との関わりについて、より詳しく見てみよう。 
第一に、革命エリートの権力奪取のあり方である。1917 年のボリシェビキは主要都市の

工場労働者や兵士を主軸として、いわば「クーデター式に」押さえた形での勝利であり、

農村の掌握は非常に弱かった。農民の支持は権力奪取の役には立ったものの、それはボリ

シェビキが村レベルの組織化を行ったことを意味しない。対照的に、1949 年の中国共産党

による全国政権樹立時、同党は既に 20 年におよぶ農民動員の経験を有していた。彼らは革

命闘争に農民を動員するため、農民の中に必死で浸透、支持獲得の努力を重ねてきていた。

よく知られているように中国革命の成就は、「農村が都市を包囲」した結果、もたらされた

ものである。 
第二に、全面的な土地改革の有無がもたらした影響である。ロシアでは、全国の軍事的

統一後に、党によって組織された社会革命が存在せず、1917~1918 年の土地分配は、各地

の状況に応じ自然発生的に進行した。これに対し中国では、1950~52 年にかけて、緊密に

くみ上げられたスケジュールの下で、全ての農村を覆う土地改革運動が展開された。これ

により村レベルの新リーダーが大量にリクルートされた。 
第三に、土地改革と「村」の関係である。ロシアでは、富農を含め、ミール全体が、外

部の地主・貴族に対峙しながら、その内部で団結するという構図が現れた。この構図の下

で、なし崩し的に進行した地主地の獲得は、伝統的ミールをさらに強化する方向に働いた。

中国では異なっており、地主への闘争は村内で権力・権威を持つエリートへの闘争である

から、そこでは伝統的な村の権力構造は再編を被り、新しい国家行政単位としての「村」

の創造が開始されたといえる。 
第四に、集団化の目標とその手続きに関して。1920 年代末のソ連政府が目指したのは、

ひとえに農業部門から資源を収奪し、工業部門に移転することだった。また 1930 年代初頭

にかけての集団化は、規模の小さい組織からの助走を経ることなく一息にコルホーズを成

立させるというものだった。これに対し 1955 年の中国共産党はソ連と同様に農業部門から

の収奪を目指すものであると共に、農業生産の拡大をも企図していた。さらに、土地改革

完了の後、互助組→初級合作社→高級合作社→人民公社と徐々に共同化のレベルを上昇さ

せる手続きが採られた。 
第五に、在地リーダーたちの集団化への反応である。ソ連の集団化に際しては、「ライオ

ン」(郡)レベルのリージーシップ弱かったことに加え、ミールのリーダーらは 1920 年代の

NEP 時期を通じて小生産に利益を見いだすようになっており、そのため集団化に反対する

勢力になってしまった。中国の集団化では、ソ連のライオンの位階に相当する「県」が重

要な農村統治の拠点となり、中央の政策を忠実に代行した。加えて、土地改革後の宣伝・
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教育を通じ村レベルの党員リーダーが育っており、上からの集団化の要求に応えていった。 
第六に、以上の諸点を反映した集団化への動員のあり方である。ソ連の動員方式は「指

令型動員」(command mobilization)と呼ぶことが可能で、すなわち、郡レベルや村レベル

の農村に依拠可能な在地リーダーが欠けていたために、集団化は全面的に外部勢力、すな

わち都市の工業労働者を中心とする「二万五千人隊」を投入し、主として強制的手法を用

いて進められた。これに対し中国の集団化は「参加型動員」(participatory mobilization)
と呼ぶことができる。当然ながら、中国でも土地改革の段階ではソ連の二万五千人隊に類

似した「工作隊」の外圧に頼ったが、集団化の際には村内部に形成された新リーダーや共

産党員らに多く依拠し、説得(persuasion)、圧力(pressure)、強制(coercion)の組み合わせに

より動員が行われた。 
(2)コルホーズと人民公社 

それでは、農業集団化の結果、できあがった農村の組織―ソ連のコルホーズと中国の人

民公社―はどのような組織的特徴をもっていたか。ポイントは、コルホーズは組織構造、

住民構成などにおいて分化・分業が進み、その意味で都市的な農村を土台としていたが、

人民公社は未分化でかつ地域的組織と対応した、農村そのものを温存する体制だったとい

うことである。 
第一に、地域組織との対応関係についてみれば、ソ連のコルホーズは一般に 1 共同体=1

コルホーズで構成されたといわれる。ただしコルホーズというのは会社組織にも似た、あ

くまで機能的な組織であり、地理的な領域概念ではなかった点には注意が必要である。さ

らに、フルシチョフ期には小規模コルホーズの合併が進められ、巨大なソフホーズへの転

化も進められたことで、ロシア農村はミールの伝統からは遠く隔たったものとなった。人

民公社の場合、各組織は機能的組織であると同時に、地理的な領域性も含意しており、ご

くおおざっぱに言えば、人民公社=市場圏、生産大隊=村落、生産隊=集落に対応していた。 
第二に、農村の党組織、行政組織、集団経済組織の関係についてみれば、コルホーズ体

制において党委員会、村ソビエト、コルホーズの三者は「分業」の関係にあったが、人民

公社体制においては「一体化」していた。つまり、人民公社はそもそも行政組織が集団経

済組織と一体化した構造になっていた上に、公社党委員会と人民公社の関係も、事実上は

前者が後者を指導するもので、トップリーダーは公社党委員会の書記であった。 
 第三に、農村住民の職業分化程度についてみれば、コルホーズでは機械化により多くが

非農民になっており、分化程度は高かったと考えられる。人民公社では農業の機械化は全

体的に低調で、そのためほとんどが人力、蓄力にたよった農耕が営まれ、幹部以外は基本

的に全員が農民のままであった。後述するように、1970 年代の後半からは農村内部の工業

化を進めたものの、工業部門に吸収された住民も「農民」であることには変わりはなく、

あくまで工業部門での就業は農民の「副業」としての意味が強かった。 
最後に組織が継続した時間であるが、コルホーズ体制は 1930 年前後から 1990 年前後ま

で、少なくとも 60 年は継続し、農村の「非農村化」を深化させて行ったのに対し、人民公
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社体制は、1958~1982 年としても 25 年しか継続しなかった。 
 
3. 都市=農村間人口移動 

 
以上にみた両国の差異は、社会主義時代に生じた都市=農村間の人口移動にも絡んでいる。

[図1]から分かるように、ロシア革命と中国革命の時点では、都市化率はそれぞれ15%と13%
程度とほぼ同等で、両国は共に「農業社会」であった。ところがソ連崩壊前夜、ロシアの

都市化率は 74%に跳ね上がっていた。ポストソ連時代、都市化は既に飽和状態に達してい

るようだが、現在進行しているのは、年金生活者の住む限界集落の消滅と集村化、すなわ

ち中心集落に集中的に資源を投入してのアーバニゼーションの動きである。対照的に、中

国では改革開放開始前夜でも都市人口は 20%程度に抑えられていた。1980 年代からは移動

が自由化され、2007 年には都市人口は 45%程度にまで拡大しているが、依然として農村人

口が多数を占める状況には変わりはない。 
 

図 1 

 
出所) 『ロシアを知る事典』、『中国統計年鑑 2007 年版』などにより筆者作成。 

 
では、どのような要因がこの間の人口移動を規定していたのか。 
第一に、農村工業化である。ソ連では、集団化期の「農工コンビナート」の試み、フル

シチョフの「アグロ・ゴロド」計画など、農村工業化の試みは概ね失敗したとされる。農

業機械化の進展で生じた農村内部の余剰労働力を吸収する機会は少なかったと考えられる。

他方、中国では 1970 年代(人民公社後期)より農村工業化が加速し、地域差は大きいものの、

各地に「社隊企業」が形成された(農村工業化が進んだ背景には人口圧力があった。一人当

たり耕地面積は、1965~1978 年にかけ、26%減少していたが、農村を工業化することによ
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り、農業人口比は 1970 年の 81%から 1978 年の 71%にまで減少した)。 
第二に、政府による人口移動の制限である。ソ連では集団化直後の 1932 年末から 1974

年まで「国内パスポート」制度を採用し、MTS(機械・トラクター・ステーション)、ソフホ

ーズ、地区の中心地以外のコルホーズ員にはパスポートを発給しないことにより、都市へ

の農村人口の流入を制限しようとした。ただし実態としての都市化は進んでおり、パスポ

ートの実際の移動抑止効果には疑問が残る。中国でも1950年代末から戸籍制度が導入され、

食糧配給制度や単位制度と組み合わせることで、農民の都市流入を厳格に制限した。その

結果が「都市=農村二元社会」と呼ばれる構造である。この政策的措置は 1980 年代からゆ

るみ、農民の都市への移動自体は自由化された。 
第三に、農村における「土地保障」の有無である。これは脱集団化に伴い行われた土地

分配の違いに起因している。ロシアでは国有地であったコルホーズの土地や農業機械など、

大部分の資産を大規模農業企業がそのまま引き継いだ。もとコルホーズ員は土地の区画で

はなく、面積を示しただけの「パイ」と、住宅付属の家庭菜園を分配されているのみであ

る。ロシアの農村住民は良くも悪くも「土地」から自由な立場にある。彼らの生活保障は

土地ではなく、年金制度などの「社会保障」や、大規模農業企業からの有形無形の援助に

頼って生きているといえる。対照的に、中国の人民公社が解体された際には、それまでの

集団の土地・財産は村の全世帯に、極めて平均主義的な原則で分配された。社隊企業など

ごく一部のみが「集団経済」として村リーダーの手元に保留された。このため、たとえ出

稼ぎ者となって都市に流入しながらも、全ての農村住民は、いざというときの生活保障と

して自分の農地を故郷に確保していることになる。 
以上をまとめると、ロシアでは農村工業化の失敗、実態としての人口移動の制限の緩さ

などにより、はやくもソ連時代から都市化が大きく進展していた。これに対し毛沢東時代

の中国では、人口移動は厳格に制限された上、農村工業化も一定の成果を上げて、「都市化

を伴わない社会主義」が形成された。改革開放後は大量の「農民工」が発生したものの、

脱集団化、つまり人民公社解体時の各農家への平均主義的土地分配が「保障」として働く

ため、農民にとって農村は依然、「最後に帰る場所」となっている。 
 

4. 人的資本・文化資本からみた都市=農村関係 
 
これまでの議論を踏まえ、人材や文化生活の面から両国の都市=農村関係を比較するとど

うであろうか。 
第一に、両国の学歴構造[図 2]を見てみると、ロシアでは高卒以上が全人口の 85%程度を

占め、OECD 諸国よりも高い水準を示しているのに対し、中国ではまだ 20%の水準である。

都市化率と同様、非常に大きな差があることが分かる。 
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図 2 

 
注)それぞれ、ブラジル(2003 年)、ロシア(2003 年)、中国(2005 年)、インド 2004-05 年)、OECD(2003 年)

のデータ 

出所)OECD Employment Outlook 2007, p.43 より筆者作成 

 
第二に、都市=農村間の「人材の環流」について、農村出身者の動向を比較してみる。ま

す、農村出身の高等教育修了者の動向である。ロシアでは大卒者の大部分はホワイトカラ

ーとして都市に残るが、一部が農村の「スペシャリスト」として郡や、特に村レベルの「社

会的領域」の職業に着く。筆者のタンボフ農村調査でも、「社会的領域」の職業が農村労働

人口の三分の一強を占めていた。ここには地元出身の大卒者の他、他地域出身の大卒者も

含まれている。他方、中国では農村出身の大卒者は割合からみて稀少な「成功者」という

ことになり、ほぼ全員が都市のホワイトカラー職や国家機関に就職し、都市戸籍を獲得し

て都市に永住する。ごく最近になって、任期付きで卒業後に農村に赴任する「大学生村官」

が現れたことは新しい現象である。 
次に、相対的低学歴者の動向であるが、ロシアでは大学に行かない若者は建築労働者な

どになるが、それでもみな高卒の学歴は持っており、都市に居を構え定住することには何

の障碍もない。他方、中国の相対的低学歴者、小卒、中卒程度の若者の場合は、「農民工」

として沿海諸都市に出稼ぎに行き、3K 労働に従事する。ただし、農民工の都市での活動圏・

交友圏は限られており、都市社会からは隔離されている。ごく一部の成功者は都市に定住

するだろうが、大部分は学歴の壁もあり、単純労働の職にしか就けないので、体力の限界

とともに帰郷することになる。 
第三に、以上すべてから帰結する農村の中の「文化」的要素について。ロシアでは全体
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の学歴も高く、高等教育修了者が村レベルに回帰する「人材の環流」があることがわかっ

た。この点、同様に興味深いのは、調査地各村に見られた別荘郡である。ロシアの都市住

民は、富豪でなくとも普通に別荘を持ち、休暇中には別荘に住んで家庭菜園を楽しむ文化

があるという。カザンの通勤圏内にあるチンキ村では、村に定住してしまってカザンに通

勤する「別荘住民」もいる。現地調査の印象も含めて言えば、ロシアの農村住民には物質

生活と同等に精神生活を重視する雰囲気が濃厚であるといえる。文化生活に対する要求が

高く、各種のサークル活動が盛んである。こうした目線で中国の農村を眺めると、「現世主

義」や「物質主義」といったラベリングをしたくなるような特徴が目に付く(子供を老父母

に預け、夫婦が長期の出稼ぎにでて「豪邸」を建てようとするのはその現れである)。学歴

水準が低いため、農村から都市へは一方通行的な資源流出が起こりやすく、人材と文化が

環流しない。出稼ぎ者は都市で収入を得て故郷の農家経済を潤すが、精神生活の充足やゆ

とりの重視など価値観を農村に持ち帰るわけではない。「発展」こそが、いまなお中国農村

を方向付けるキーワードであり続けている。 
 
まとめ 
 

こうして本日の話を振り返ってみると、ロシアと中国の都市=農村関係は、別々の意味で

「皮肉な」展開をみせてきたといえるのではないか。 

ロシアでは、前世紀の革命と社会主義建設の過程であまりに「きつい」都市=農村関係が

存在し、集団化を契機に「農村(共同体)の死」がもたらされた。これを契機に都市化が進み、

農村のアーバニゼーションも進んだ。その結果、「都市の中の農村」(別荘文化)、「農村の中

の都市」(スペシャリストたち)に現れているように、ロシアの都市=農村関係は「相互浸透」

する関係、すなわち「やさしい関係」が成立することになった。他方で、中国革命と社会

主義建設においては、革命エリートが農民の間に深く浸透し、農村の伝統を再創造する「や

さしい関係」がまずは展開した。農村は温存され、村落の「まとまり」が創り出され、「自

力更生」によるガバナンスが行われた。農村を農村のままで維持しなければならなかった

ことが逆に、後年における都市=農村の断層構造と、農村資源の一方通行的流出を固定化し、

ついには現在の「きつい関係」、つまり格差社会を生み出すことに貢献してしまったともい

える。 
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