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大久保 正 彦(北海道大学農学部名誉教授)

はじめに

2008年9月、中国において人体に有害なメラミ

ン混入粉乳が生産、販売されていたことが報じら

れた。乳幼児を中心とした被害状況とともに明ら

かにされた中国における酪農生産の実態に多くの

人達が驚かされた。近年、多くの食品を中国に依

存してきた日本ではあるが、その

なく、畜牧生産についてもその動向を的確に把握

しにくいが、表 11 -3)に示した家畜飼養頭数およ

び生産量から、その概要は把握できる。ひとこと

で言うなら、中国は世界有数の畜牧国であり、経

済全体の発展とあいまって畜牧生産も急速に発展

しているといえる。

安全性をめぐる問題が発生するた 表1 家畜飼養頭数および畜産物生産量(万頭、万 t)

び、驚き、そして中国パッシング 19相
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がなされてきた。しかし、中国の 牛うち黄牛
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農業、畜牧(日本で“畜産"とい 水牛

われるものを、中国では“畜牧"

というのが一般的なので、以下“畜

牧"と称する)生産の実態につい

て、我々はあまり正確に知らない。

日本での情報は限定されているし、

往々にして偏った情報であるから

である。

筆者は1989年から頻繁に中国

を訪問し、畜牧生産に関する共同

調査・研究や技術指導を行ってき

た。たんに家畜の飼養管理技術と
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いう限定されたものではなく、環境問題、貧困問

題もふくめた幅広いものであった。 2004年から2

年半は新彊ウイグル自治区に滞在し、JICA専門家

として草原の砂漠化防止と畜牧生産および牧民の

生活改善に取組んできた。こうした経験や入手し

た多くの情報をもとに、中国、とくに乾燥地域に

おける畜牧生産の現状と課題について紹介する。
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2006年末の飼養頭数で見ると、牛が約2億頭、

豚が約5億頭、羊が3.7億頭に達し、世界1，2位を

争う位置にある。牛の内訳をみると最近乳牛(ホ

ルスタインなど乳用種およびその雑種もふくむ)

の増加が著しいが、役用に使われてきた黄牛が依

然として70%以上を占め、水牛も乳牛より多い。

肉専用種や牛肉生産の目的で飼養されている牛も

増加しつつあるが、統計に肉牛として示されるま

1 .中固における畜牧生産の動向 でには至っていない。一方で、中国は以前から世界

中国は広大な国であり、日本とは社会制度も異 最大の養豚固といわれており、豚は現在も最も重

なるため、各分野の統計を入手するのが容易で、は 要な家畜ではあるが、その飼養頭数の増加は鈍化
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している。羊にはめん羊と山羊がふくまれ、山羊 “現代畜牧業"への転換を求めている。ここでい

のほうが若干多い。家禽では、鶏以外にアヒルな う“伝統的畜牧業"とは、農区(気象条件などか

ど水禽類も多い。 ら作物生産が主体の地域をいう)における小規模

生産物量でみると、豚肉が約5，000万tで世界生 な家畜飼養や牧区(後述の作物生産に不適な乾燥

産量の49%を占めているが、最近は増加が鈍化し 地域で、蓄牧生産が主体の地域)における天然草

ており、 2007年には前年を下回っている。一方、 地などに依拠した遊牧、半遊牧を指している。“現

家禽肉、牛肉、羊肉の生産増加は近年著しい。牛 代畜牧業"|については、科学化、大規模化、産業

乳生産は最近10年で4倍に増加するという急速な 化などの用語がしばしば用いられるが、その内容

発展を遂げている。なお乳類には、牛乳以外に水 は必ずしも明確で、はないと筆者は考える。 また

牛乳がふくまれる。 具体的対策としては家畜家禽優良品種繁殖育成シ

畜牧生産の基礎になる草地、飼料作物生産など ステムの整備、牧草・飼料生産システムの確立、

については後述するが、配合飼料など濃厚飼料生 動物伝染病防御システムの強化、畜産物品質安全

産も量的、質的に発展してきており、 2006年の飼 監督管理句強化などをあげており、それらが中国

料工業による生産量は1.1億t以上に達している。 畜牧生産のかかえる重要な課題であることを示唆

中国畜牧業年鑑200川よると、 2006年の全体 している。?008年9月にメラミン混入粉乳事件が表

的な状況について、①生産増加の傾向は持続、② 面化し、それがたんに一部関係者の不法、不正な

政策および資金面からの支援強化、③農民の畜牧 行為によるものでなく、中国畜牧のかかえる深刻

生産からの収入は前年並み、④畜牧生産方式の転 な矛盾に起因するものであることが中圏内でも指

換が加速、⑤生産の地域特化が進行、⑥飼料の検 摘されている。

査監督の強化、⑦草原生態保護・人工草地造成の 長期的にみれば中国畜牧生産は今後も発展を

強化の7)点をあげ、主要問題として①主要畜産物価 続けていくであろう。しかし、同時に克服しなけ

格の低迷、②畜産物品質安全問題の発生、③飼料 ればいけ泣い課題、矛盾も山積しており、決して

原料価格の上昇をあげている。飼料、肥料など農 その前途が平坦で、あるとはいえない。

業資材の価格上昇により、生産の縮小に追い込ま | 

れる農家が拡大し、また様々な畜産物品質安全問

題の発生による影響も現れている。

中国政府は畜牧業を今後、重視すべき分野とし

て位置づけており、 2006年畜牧法、 2007年国務院

「畜牧業の持続的かっ健全な発展に関する意見J4)、

同「酪農業の持続的かつ健全な発展に関する意見」

5)、2008年動物防疫法など重要な法律の制定や政

策提言を行っている。「畜牧業の持続的かつ健全な

発展に関する意見」においては、中国畜牧業に内

在する問題として、①生産方式の遅れ、②産業構

造・配置の不合理性、③紅織化の低さ、④市場競

争力の弱さ、⑤支援体制の不完全さ、⑥リスク回

避・対応能力の低さをあげ、“伝統的畜牧業"から

2.乾燥地域における畜牧生産の役割、動向

広大な中国は、その自然条件も多様であり、年

間降雨量も10mm以下から4000mm以上までとき

わめて幅広い。前述のように、中国ではその自然

条件と土地利用の状況から、農区、牧区およびそ

の中間の半農半牧区という分類が用いられる。農

区は年間降雨量500mm以上で、作物生産に適して

いる地域マ、東北地方から南部にかけての省区が

該当する。:牧区は海洋から遠く離れた内陸の北東

から北西化かけての地域で、年間降雨量は100"-'

250mm程度が一般的で、 400mm程度のところも

ある。作物生産には不適で、天然草原が広く分布

している。農区と牧区の中間地域が半農半牧区と
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いわれており、やはり基本的に作物生産には不適

な地域といわれている。これらの区分により行政

地域が指定されており、牧区県旗(内蒙古では県

に相当する行政区が“旗"といわれている)は内

蒙古、新彊、寧夏、西蔵、青海、甘粛、四川、黒

龍江、吉林の 9省区120県旗、半農半牧区県旗は前

者の省区に遼寧、河北、山西3省を加えた12省区144

県旗におよぶ。本報告ではこの牧区、半農半牧区

を合わせた地域を乾燥地域として検討する。

中国の草地総面積は4.4億ha以上で、オースト

ラリアについで、世界第2位であり、国土面積の41%

を占め、森林の2.5倍、耕地の3.2倍に相当する。

省区毎にみると、西蔵が最も多く、以下内蒙古、

新彊、青海、四川、甘粛で、この 6省区で全体の

75%を占めている。このうち牧区、半農半牧区県

の草地は2.5億ha、全体の56%を占めている1，6，7)。

草地といってもその90%以上が天然草地で、生

産力はきわめて低く、荒漢といわれる砂漠に近い

ものまでふくまれる。こうした地域の主要産業は

めん羊、山羊、牛、馬、ラクダなど草食家畜を主

体にした畜牧業であり、数千年前から続けられて

いる遊牧、あるいは定住、半定住の畜牧生産の形

がとられてきた。その主な担い手はカザフ族、モ

ンゴル族、チベット族など少数民族である。遊牧

は、生産力は低いが、広く分布する草資源を持続

的に利用し、衣食住全ての生活資材をそこから獲

得する生産システムとして合理性をもっていた8)。

しかし1949年新中国成立以降、中国全体の人口

の増加、経済の発展は、この乾燥地域にも直接、

間接の影響をもたらし、家畜頭数の増加による過

放牧や条件を無視した無理な耕地の造成などによ

り天然草地の荒廃が進んでいる。 2006年現在、牧

区、半農半牧区には322万戸の牧戸があり、牧業人

口1653万人、牛2582万頭、めん山羊l億2871万頭な

どが飼養されている。全国飼養頭数に対して牛は

19%、めん山羊は35%を占めており、中国におけ

る畜牧生産の重要な一部を担っている 1)。生産水

準、技術水準は相対的に低いが、乾燥地域の草地

資源を利用した持続的な畜牧生産は今後も重要な

役割をもっと考えられ、時代の変化に即応した新

たな生産システムが模索されている。

3.乾燥地域における畜牧生産の課題

1 )天然草地生態系保全と活用

乾燥地域の草地生態系はもともと脆弱な生態系

であり、表2に示すように1980年代の調査でも荒漠

草原や高寒草原では 1ha当り生草生産量が

1500kg以下で、被度も40%以下であり、荒漠の生

産力はこれより低い6)。こうした脆弱な草地に対

し、盲目的な開墾や過放牧といった負荷がかけら

れてきた。 1950年代以降、 2000万haに近い草地が

開墾され、耕地が造成されたが、本来不適地が耕

地として造成されたり、造成後の利用管理が不適

当なため、十分な作物生産量が得られずに耕作が

放棄されたり、土壌流失や塩類蓄積が生じ、荒廃

が進んでいる土地が少なからずある。また草地の

牧養力を無視して家畜飼養頭数が増加し、過放牧

が日常的になり、草地の荒廃を引起している。例

えば新彊ウイグル自治区で、は1949年新中国成立時

の家畜飼養頭数は約1000万羊単位であったが、現

在では5000万羊単位を超えている。天然草地面積

は開墾や市街地造成などでむしろ減少しており、

表2 中国天然草原の生産力

草種構成(%)
草原類型総被度(%)生草生産量(kg/ha) イネ科マメ科ハマスゲ、科雑草類潅木・半潅木

湿原草原 60-80 3000-6000 30-45 5・10 5・15 35-55 

典型草原 40-60 1500-4000 50-80 3-9 2・4 15-45 0-10 

荒漠草原 15ー35 800-1500 32 12 56 

高寒草原 30-40 300-1500 40-50 5-15 0-5 15-20 10・15
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一方で人工草地の造成や農耕地からの飼料供給の こうし4天然草地の荒廃に対する対策lはま附年

増加はあるが、過放牧は明白である。遊牧民の草 の草原、法淵情制u定以来実施されてきたが、十分な成果

地利用形態からみるとム、冬に放牧する冬草地、春 があがらなかつたo 20∞0ω2年には国務院から「草原

および秋に放牧する春秋草地の荒廃が著しくし、往 保護およびび、建設に関する若干の意見」

来が不便な山中にある夏草地は比較的荒廃が少な 基本草地保護制度、草畜平衡制度、輪牧・休牧・

いと指摘されている。さらに地下資源開発時の無 禁牧制度の確立や既開墾地の退耕還草などが打ち

計画性や薬草の乱掘なども草地荒廃につながって 出された。!2003年草原法の改正および関連技術規

いる。 程の制定、2005年草畜平衡管理規則の制定により、

天然草地の荒廃(しばしば“砂漠化"とい表現 これらが法制化され、具体的対策が現在全国各地

が使われるが、日本でイメ」ジされる“砂漠"そ で進められている。天然草地への放牧がこうした

のものになっているわけではない。中国でいう“金 法律などはよって規制されるため、放牧されてい

塗"には、砂丘などのある日本で一般的に考えら た家畜に対して別途飼料を準備しなければならず、

れている砂沙漠のほかに、ゴビといわれる石沙漠 一方で人工草地の造成、耕地での飼料作物栽培の

や土沙漠もふくまれ、植物がまったくないわけで 奨励とともに、禁牧、休牧対象農家には補償金が

はない。また“退化"という場合もあるし、退化、 支給されτいる。遊牧から定住への生産システム

沙化、塩鹸化をあわせて“三化"ともいう)につ の転換も、 l こうした対策と結び、ついて進められて

いては早くから指摘されてきた。任継即)は1962 いる。しかし、これらの対策が効果を挙げている

年に開催された第l回草原工作座談会で草畜平衡 かどうかについては、現時点では正確なデータが

の重要性を唱え、冬草地および春秋草地にすでに

問題が生じていることを指摘しているし、 1980年

代には草地の退化程度による区分標準も発表され

ている。草地の荒廃の面積、程度については、様々

な報告があり一定せず、 f70年代草地退化面積は

10%、80年代30%、90年代50%に達しており、そ

のうち重度および中度の退化が半分程度を占めて

いる。現在も毎年200万haの速さで退化が進んで

いるJ 10)や「現在 (2002年当時)90%の可利用天

然草地は退化が進んで、おり、毎年200万haの速さ

で退化が進んでいるJ11)という報告がされている。

典型的な牧区である新彊アルタイ地区を例にとる

と、 2003年末で全地区可利用草地724万ha、うち

退化草地462万haで、全体の64%を占めており、重

度退化40%、沙化5%、塩鹸化4%で、草生産量は

60年代にくらべ30-60%低下していると報じられ

ている12)。いずれにしても天然草地の荒廃は深刻

で、乾燥地域における畜牧生産にとってきわめて

重要な問題になっている。

欠けた断庁的な報告しかないため、明確な判断は

できない。:

2 )遊牧から定住ヘ

遊牧とは乾燥地域の天然草原において、定住地

を持たず、、!四季を通じて草と水を追って家畜と家

族が移動する生産・生活方式であり、中国ではそ

の特徴を f逐水草而居"と表わしている。カザフ

族遊牧民の家庭に生れ育った新彊社会科学院経済

研究所研究員アデ、イリハン・イエスハン氏は「中

国遊牧民族定居問題の研究一新彊を例にしてJ と

いう研究プロジェクトに参加し、その成果をもと

に「遊牧から定住ヘJ8)と題する著書を発表した。

これはおそらく遊牧民の定住化について包括的に

まとめた著書としては中国でも初めてのものであ

り、その意義は大きい。以下、主としてこの著書

を参考にしながら、遊牧と定住化の歴史を振り返

ってみる。|

遊牧の歴史は古く、考古学資料によれば新彊で

北海道家畜管理研究会報，第44号， 2009年 -4-
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はいまから7000-6000年前から遊牧が行われてい

た。生産力のきわめて低い乾燥地域の草原におい

ては、その広く薄く分布する草地資源を利用し人

間が生活していくためには、草食家畜を移動させ

ながら草を食べさせ、人間もそれとともに移動す

る遊牧はきわめて合理的な生産・生活方式であっ

た。めん羊、山羊、牛は草を乳、毛、肉に転換し、

食料のみならず衣服や移動式住居の原料を供給し

てきたし、馬やラクダは移動、運搬の手段となっ

た。遊牧の移動は決して無計画な移動ではなく、

異なる地域の気候、水源、草の生育を考慮した一

定地域内の計画的な移動であり、そこには脆弱な

草地生態系資源を持続的に利用しようとする智恵

が働いていた。それゆえ数千年の問、変わること

なく続いてきたのである。しかし遊牧民の生活は

完全自給ではなく、やはり周囲の農耕民との聞に

余剰の畜産物と穀物などの交易も行われていた。

草地資源の持続的利用という観点から合理性の

あった遊牧には、過酷な側面もあった。なにより

も厳しい自然条件のもとで、つねに移動を続ける

というのは遊牧民の生活に大きな困難をもたらし

てきた。例えば、現在のアルタイ地区フーユン県

では北のアルタイ山脈山麓の夏草地から南のコル

パントングト砂漠周縁の冬草地まで、400km以上

の距離があり、年間の移動距離は800-900kmにも

達し、牧民はl年に100目前後も引越しをしなけれ

ばいけない。早魅、暴風雪などで、数年毎に家畜

が大量に死亡する大災害が発生するが、通常の年

でも“夏壮、秋肥、冬痩、春乏"という言葉で表

されるように、きわめて低いレベルでの生産・生

活の維持であったともいえる。さらに周辺社会の

発展、経済の発展は様々な面から遊牧に大きな影

響を及ぼしてきた。

1949年新中国成立以降、好余曲折はあったにせ

よ中国社会・経済は大きく発展し、遊牧民の生活

にも変化をもたらした。人口増加による畜産物に

対する需要増大、貨幣経済の拡大による牧民収入

増加への圧力は、家畜飼養頭数増加につながり、

天然草地の牧養力をこえた過放牧が続くようにな

り、草地の荒廃が進んだ。一方、従来の移動生活

では満たすことができない教育、医療、文化など

に対する牧民の要求も高まり、こうしたなかで定

住化への取組みがはじまった。

新中国成立以前も自然発生的な定住化はみられ、

また1930年代には当時の地方政府の提唱により新

彊イリなどで定住が進められている。新中国成立

直後の1950年には周恩来が「遊牧から定住ヘ」を

提唱し、指導がなされたが、当時は「遊牧は遅れ

たもの」という考え方にたっていた。その後、遊

牧も人民公社や文化大革命時代の洗礼をうけ、困

難な時代を経てきた。本格的な定住化の動きは、

やはり 1978年の改革開放以降になる。改革開放以

降、牧区においても草地と家畜の個人請負責任制

が導入されるとともに、遊牧民の生産・生活を改

善するため、定住・半定住化の呼びかけがはじま

り、国家や地方政府の関連プロジェクトを活用し

て定住・半定住化が進められた。 WFPの定住化プ

ロジェクトもアルタイ地区で実施されている。新

彊においては1985年で29%、1995年で49%の牧戸

が定住・半定住したとされている。 1996年以降、

こうした動きはいっそう強化され、定住化の標準

として“三通"(水、電気、道路が通っている)、

“四有"(住宅、畜舎、飼料地、樹林地が有る)、

“五配套"(技術サービスシステム、衛生施設、商

底、学校、文化施設が配置されている)が示され、

整備されていった。しかし、 2008年段階でも定住・

半定住化割合は全牧戸の78%程度で、定住標準に

達しているのは未だ37%に過ぎない13)。

現時点での定住化の課題は以下のように指摘で

きる。第一に、なによりも定住化の意義、目標が

必ずしも明確ではないことである。乾燥地域の脆

弱な草地資源を数千年にわたって持続的に利用し

てきた遊牧システムではあるが、社会全体の発展、

変化とともに、一方で、は過放牧や盲目的な開拓な
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どにより草地の荒廃が進み、他方で遊牧民の生活 を確立することである。

は低水準の状態を脱却できないで、きた。こうした

二つの課題、すなわち天然草地生態系の保全と牧

民の生活改善の両者を統一的に解決しようとする

のが牧民定住化の真の意義、目標といえよう。し

かし、こうした意義、目標は必ずしも明確になっ

ておらず、種々の取組みも総合的なものにはなっ

ていない。第二に、その意義、目標からみれば、

定住地における飼料生産基盤の整備が非常に不十

分である。天然草地への負荷を軽減するには、当

然それに代わる飼料生産基盤が整備、強化されな

ければならない。定住地における家畜飼養頭数と

飼養計画にみあった、濯j慨をともなった人工草

地・飼料作物栽培地の造成が不可欠であるが、現

状はきわめて不十分である。飼料生産基盤のない

まま住宅や畜舎が建設されている多くの定住地周

辺では、草のない天然草地に家畜が放牧され、か

えって草地の荒廃が進むといった現象が見られる。

第三に、十分な計画と資金が欠けていることであ

る。牧民定住化の重要性はしばしば強調され、目

標数値は提起されるが、国家や地方政府レベルで

牧民定住化を中心テーマとしたプロジェクトは存

在しない。多くの場合、関連する様々な資金をか

き集めた取組みになっており、指導も統一的にな

っていない。第四に、牧民定住化は数千年にわた

る牧民の生産・生活システムの大きな転換であり、

牧民や末端地域への支援、指導が不可欠で、あるが、

これも不足している。第五に、社会主義市場経済

への連結をどう進めるかという課題である。中国

といえどもいまや牧民の生産する乳、肉、毛など

は市場に出されて、販売されない限り、生活の改

善にはつながらない。 WTOに加盟した中国全体

では、国際レベルでの競争にさらされているが、

牧民はまず中国国内の経済先進地域と競争しなけ

ればいけないのである。

以上のような課題は一朝一夕では解決しないが、

現在求められているのは着実に前進させる道すじ

3 )新たな生産体系確立の必要性

遊牧から定住化への転換は、けっして天然草地

への放牧を放棄することではない。天然草地はい

ぜんとして乾燥地域の重要な資源であり、今後も

科学的な計画のもとに持続的に利用していく必要

がある。同時に、より生産力の高い人工草地・飼

料作物栽培地を確立し、そこから得られる飼料資

源を天然草地への放牧と有機的に結び、つけること

が必要である。しかも量、質とも高いレベルの生

産が求められる。つまり、新たな生産体系の確立

が必要なのである。残念ながら、現在の中国には

こうした観点から新たな生産体系確立の必要性を

唱える動きはほとんどみられない。最新の天然草

地保護利用に関する著書7)でも、農業経済面から

の生態畜限発展に関する著書吋も、従来の遊

牧からの転換は提起されていても、やはり部分的

な対策の域を出ていない。また中国における従来

の畜牧発展計画では、家畜飼養頭数や生産量の発

展計画はあるが、それを裏付ける飼料の生産・供

給計画はないのが一般的であった。現在中国でつ

ねに強調されている、総合的で、、バランスの取れ

た持続的発展を目指すべきという“科学的発展観"

からみても、こうした従来の畜牧発展計画、畜牧

生産シスサムは改善されねばならない。乾燥地域

においては、天然草地・人工草地一家畜一生産物

-市場の有機的な結びつきに基礎をおいた新たな

生産シス?ムを科学的に検討、確立する必要があ

ろう。 I

現在、新彊ウイグル自治区において実施されて

いるJICAr天然草地保護および牧畜民定住プロジ

ェクト」は、こうした問題意識から計画されたも

のである14:>。このプロジェクトが、中国乾燥地域

における畜牧生産の今後の発展にながる成果をお

さめることを願っているものである。
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