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1．はじめに
　グローバリゼーションの加速や市場経済化の推進に

つれて，WTO加盟後の中国では，農業の国際競争力

を高めるべく，様々な視点から多くの研究が積み重ね

られており，中でも食糧間題が焦点となりつつある

（李侃成1999，李道亮・傅澤田1999，馬暁河1997）．一

部の研究は，WTO加盟が確かに食糧の生産と貿易に

不利な影響を与えているが，中国の食糧安保を脅かす

まで至っていないと指摘している（孫東昇・呂春生

2001）．その一方，多くの研究では，中国における食

糧生産費が絶え間なく上昇し，中国食糧の国際市場に

おける比較優位が低下していることを指摘している．

また，中国の食糧の品質がいまだ国際市場の需要を満

たすことが出来ないとの指摘もある（葉興慶1997，際

印軍・ヂ昌斌1999）．したがって，中国は技術進歩に

よって食糧生産の長期的な成長を図り，数量成長型か

ら品質重視型へと転換し，作目の構成を改善して食糧

の品質を大幅に向上させるべきであると提言されてい

る（張治華1997，丁声俊1999）．

　国際市場では，中国の多くの食糧は事実上比較優位

を既に持っていないが，依然として国際市場で優位に

立つ作目もある．その中の1つの作目が米である．周

知の通り，世界の中で，中国は米の生産量と消費量が

最も多い国であり，重要な輸出国でもある．したがっ

て，中国における米の生産状況とその競争力がどうなっ

ているかが非常に注目されつつある．

　これまで，米の生産と技術の状況について陸建飛ら

（1999）と宋学明・趙建華（1997）が分析してきた．

また，米を含む農産物の価格，需給構造及び農業構造

の調整について董全海（1999），王宏（1999）が分析

を行っている．また，黒龍江省の米の輸出戦略につい

て，福岡県稲作経営者協議会（2001）が実証研究を行っ

た．しかし，これらの既存研究では，米生産に対する

技術進歩の貢献や米の国際競争力については分析され

ていない．

　そこで，本稿の目的は，現地実態調査を通じて得ら

れたデータや既存の統計資料を用いて米の生産状況，
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特に生産構造の変化を明らかにしたうえで，技術進歩

の効果について計測して，米の国際競争力について実

証研究を行うことにある．本稿の構成は次の通りであ

る．まず第2節で米の生産構造の変化を分析し，第3

節で米生産の収益分析を行う．第4節で米生産の技術

進歩による効果を計測する．そして第5節で中国にお

ける米の国際競争力について分析を行う．第6節に分

析結果を要約し，政策的な提言を行う．

2．中国における米生産の構造変化

　（1）米の品種構成の変化

　近年，中国における米の品種構成は大きな変化を遂

げてきた．特にここ10年，米の生産量に占めるジャポ

ニカ米の割合は顕著に上昇し，インディカ米の中で早

生の割合が大幅に下降してきた．結果として良質米の

比重が上昇し，米の品質が顕著に向上した．

　ジャポニカ米の需要が次第に増えてきているため，

北部地域でも，長江の中下流地域でもジャポニカ米の

栽培面積が次第に拡大している．したがって，全国の

ジャポニカ米の生産量は大幅に上昇している．全国の

ジャポニカ米の栽培面積と生産量についての統計資料

はないが，われわれの調査・推計では，全国のジャポ

ニカ米の生産量は1980年の約1，700万tから2000年に

は5，300万t余りまでに増加した．そして，全国のジャ

ポニカ米の栽培面積が米の栽培面積に占める割合は，

1980年に11％，1990年にも16％しかなかったが，1995

年には21％に増加し，2000年には27％を占めるように

なった．

　これに対して，ここ10年，品質があまり良くないイ

ンディカ米の早生の栽培面積は次第に減少し，その生

産量も大幅に減少した．1990年に全国の早生栽培面積

は942万ha，生産量は5，165万tで，全体の栽培面積

の28．5％，生産量の27．3％を占めていた．しかし2000

年では，早生の栽培面積は682万ha，生産量は3，752

万tに減少している．2001年になっても，早生の栽培

面積は引き続き減少して639万ha，生産量は3，400万t

となり，全体の栽培面積の22．2％，生産量の19．1％ま

でそのシェアが低下している．

　ジャポニカ米の栽培面積の増加とインディカ米の栽

培面積の減少とともに，各地域ではジャポニカ米とイ

ンディカ米の良質品種の普及が強化され，全国的に良

質米の生産量が顕著に向上してきている．中国農業省

栽培業局の統計によると，1999年に全国の良質米の栽

培面積は既に1，267万haになり，米の栽培面積の40

％にまで上昇し，さらに2000年には1，513万haになっ

て，米の栽培面積の50％にもなっている．

　（2）地域別米栽培面積の変化

　1990年以来，米生産の地域別分布にも重大な変化が

生じた．南部地域では早生インディカの栽培面積が減

少したが，北部地域では特に黒竜江省におけるジャポ

ニカ米の栽培面積の増加は非常に速い．われわれの推

計では，北部地域の米栽培面積が全国の米栽培面積に

占める割合は1980年のわずか6％から，1990年の10％

に上昇し，2000年には14％になっている．東北の3省

（遼寧，吉林，黒龍江）では，1990年に米の栽培面積

が172．8万ha，生産量が1，013万tで，全国の米栽培

面積の5．2％，生産量の5．4％しか占めていなかった．

これに対して，2001年には，東北3省における米栽培

面積は既に276．9万ha，生産量は1，723万tまで増加

し，全国の米栽培面積の9．6％，米生産量の9．7％を占

めるようになっている．現在，同地域における1人当

たり米生産量は既に200kgを超えており，全国の1人

当たり米生産量の倍になっており，東北地域における

ジャポニカ米の市場販売量は全国のそれの80％余りを

占めるようになった．

　表1は，気象条件が米の生産量へ及ぼす影響を考慮

して，1990年，2000年のそれぞれ前後1年を加えた3

年間データの平均値を用いて，主な地域の米生産量の

変化を見たものである．表1から，多くの南部地域で

は米の生産量が減少しており，中でも漸江省の米生産

表1　主な地域（生産量が1，000万t以上）における米生産量の変化

（単位：万t，％）

年次　　全国　黒龍江　江蘇　　漸江　　安徽　　江西　　湖北　　湖南　　広東　　広西　　四川

1990　18，442　286　1，705　1，351　1，227　1，545　1，681
2000　18，799　1，001　1，810　1，000　1，232　1，534　1，545

2，462　1，643　1，165　2，128

、2，361　1，446　1，248　2，096

増減率　　　357　　715　　105　－351
　％　　　　　　 1．9　　　　250　　　　6．2　　－26．0

5　　　　－11　　　－136　　　－101

0．4　　　－0．7　　　－8．1　　　－4．1

一197　　　　　83　　　　－32
1
－
1
2
．

0　　　　7．1　　　－1．5

注：四川省のデータには重慶市が含まれる．資料は中国統計年鑑各版．
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量の減少が最も著しく，2000年は1990年のそれより26

％減少している．一方，米生産量の増加が最も著しい

のは黒龍江省で，生産量が1990年の286万tから，2000

年には1，000万tを超えるようになった．その増加量

715万tは，1折江，広東，湖北及び湖南の4省の米生

産の減少量に匹敵する．

3．米生産の収益性分析

　中国では，米生産の収益が小麦，とうもろこしなど

の穀物のそれより顕著に高い．表2にはジャポニカ米

と中生インディカ米の年次別のム当たり所得（＝粗収

益一物財費）と税金を除いた土地純収益を示している．

1995年に全国ジャポニカ米のム当たり（ムは中国の土

地面積の単位，15ム＝1ha）所得は673元で，小麦と

とうもろこしのそれ（259元と375元）の2．6倍，1．8倍

になっている．ム当たり税金を除いた土地純収益は

512元で，小麦ととうもろこしのそれ（155元と264元）

の3．3倍，1．9倍になっている．95年以降小麦ととうも

ろこしの収益性の低下は著しく，2001年ではジャポニ

カ米のム当たり税金を除いた土地純収益は216元で，

小麦ととうもろこしのそれ（3元と103元）の72倍，

2．1倍にもなっている．

　黒龍江省における米生産が著しく発展してきたのは，

この高い収益性と係わっているからである．同省では

主な穀物としてジャポニカ米，小麦，とうもろこしと

大豆があげられるが，表3で明らかなように，2001年

のム当たりジャポニカ米の所得は325元であるのに対

して，とうもろこし179元，大豆123元になっている．

小麦はさらに低くてわずか17元しかなっていない，ま

た，税金を除いた土地純収益の差はさらに大きくなっ

表2　主な穀物の収益性の比較

所得（元／ム） 農業税金を除いた純収益 （元／ム）

年次 ジャポ

ニカ米

中生イン

デイカ米
小麦

とうも

ろこし

ジャポ

ニ　カ

中生イン

デイカ米
小麦

とうも

ろこし

1995 673 546 259 375 512 380 155 264

1996 594 574 263 314 398 361 135 172

1997 478 498 237 267 265 283 94 106

1998 517 475 173 294 280 259 31 133

1999 411 349 158 204 202 140 19 56

2000 354 320 115 186 146 113 一13 36

2001 417 341 136 255 216 128 3 103

　注：農業税金を除いた純収益の中の労働力価格は地域別労働力価格で計算さ

　　れたもの．
資料：『全国農産物生産費・収益資料匿編』．

表3　黒龍江省における主な穀物の収益性の状況

所得 （元／ム） 税金を除いた純収益 （元／ム）

年次 ジャポ

ニカ米
小麦

とうも

ろこし
大豆

ジャポ

ニカ米
小麦

とうも

ろこし
大豆

1995 494 147 235 127 365 116 161 85

1996 353 119 214 186 227 84 127 136

1997 331 148 225 199 222 118 144 151

1998 356 149 240 138 229 83 139 58

1999 308 68 150 111 187 一13 61 39

2000 308 17 173 122 198 一42 83 56

2001 325 17 179 123 193 一50 93 52

　注：農業税金を除いた純収益の中の労働力価格は地域別労働力価格

　　で計算されたもの．
資料：『全国農産物生産費・収益資料匪編』．
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ている．2001年に小麦のム当たり税金を除いた純収益

はマイナスになり，とうもろこし93元，大豆52元になっ

ている．これに対して同年ジャポニカ米の税金を除い

た土地純収益は193元で，とうもろこしの約2倍，大

豆の約4倍になっている．以上のように，黒龍江省の

ジャポニカ米の収益は小麦，とうもろこし及び大豆の

それより大幅に高くて，特に近年，ジャポニカ米の相

対収益性はより顕著に高くなっている．

　表4の販売価格を見ると，1996年以降，いずれの品

種も価格は低下しているが，早生米の販売価格が最も

低下しており，ジャポニカ米の販売価格は相対的に高

いことがわかる．

表4　ジャポニカ米，インディカ米の収益性の比較

項目 1996 1997 1998 1999 2000 2001

所得（元／ム）

ジャポニカ米 594 478 517 411 354 417

早生インディカ米 450 325 264 230 179 212

中生インディカ米 574 498 475 349 320 341

晩生インディカ米 405 343 368 272 262 277

税金を除いた純収益（元／ム）

ジャポニカ米 398 265 280 202 146 216

早生インディカ米 219 96 63 42 一8 19

中生インディカ米 361 283 259 140 113 128

晩生インディカ米 193 137 175 80 74 88

販売価格（元／kg）

ジャポニカ米 1．80 1．51 1．50 1．27 1．21 1．26

早生インディカ米 1．57 1．30 1．19 1．08 0．86 0．94

中生インディカ米 1．53 1．35 1．28 1．03 0．96 1．01

晩生インディカ米 1．55 1．37 1．34 1．13 1．10 1．06

注：農業税金を除いた純収益の中の労働力価格は地域別労働力価格で計算されたもの．

　　販売価格は生産者が米を販売して得た平均価格（もみベース）．資料は『全国農

　　産物生産費・収益資料匪編』．

表5　主な地域におけるジャポニカの生産費の比較（元／kg）

年次 1997 1998 1999 2000 2001

全国 0．94 0．84 0．79 0．82 0．74

黒龍江 0．76 0．63 0．54 0．60 0．59

吉林 0．76 0．65 0．65 0．64 0．58

遼寧 0．85 0．66 0．67 0．70 0．66

天津 1．08 0．87 1．02 0．99 0．97

河北 0．80 0．71 0．74 1．00 0．86

山東 1．29 0．98 0．80 0．72 0．69

河南 0．68 0．72 0．61 0．96 0．70

寧夏 0．81 0．73 0．69 0．76 0．70

上海 1．10 0．93 0．88 0．74 0．72

江蘇 0．82 0．73 0．85 0．71 0．63

漸江 0．89 0．88 0．90 0．90 0．76

安徽 0．74 0．59 0．59 0．68 0．63

湖北 0．80 0．85 0．82 0．79 0．70

雲南 1．12 0．96 0．92 0．88 0．84

資料：『全国農産物生産費・収益資料匿編』．
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　また，2001年の全国のジャポニカ米のム当たり所得

は417元で，早生，中生，晩生のインディカ米のそれ

よりそれぞれ97％，25％，51％高くなっている．ジャ

ポニカ米のム当たりの税金を除いた土地純収益は早生，

中生と晩生のインディカ米のそれより10倍，0．69倍，

1．5倍になっている．以上の分析から，米の品種から

みると，ジャポニカ米の収益性は最も高く，次いでは

中生インディカ米で，早生は最も低いことが明らかで

ある．近年，全国のジャポニカ米の栽培面積が増加し，

インディカ米，特に早生インデイカ米の栽培面積が次

第に減少している要因として，このような米の品種間

収益性格差を指摘できる．

　また，地域別にも米生産の生産力は異なる．表5は

主な地域におけるジャポニカ米のkg当たり生産費の

比較である．この表から，東北地域では生産費が全国

の平均レベルを下回っていることがわかる．中でも黒

龍江省はここ数年のジャポニカ米の生産費が全国の最

低レベルにあって，ジャポニカ米の生産が比較優位に

あることが明らかである．

4．米生産における技術進歩の効果の
　　計測

　（1）米生産における化学肥料の投入量と労働力の使

用量の変化

　『全国農産物生産費・収益資料匪編』によると，

1980年から2000年までの20年間で，早生インディカ米

の化学肥料のha当たり投入量（窒素，りん，カリの

数量に換算，以下同じ）は150．2kgから301．5kgまで

2倍に増加し，同期のジャポニカ米の化学肥料のha

当たり投入量は136．6kgから346．5kgまで2．5倍に増

加している．早生インディカ米における化学肥料の投

入量の増加は，主に1980年から1989年までの10年間に

集中していたが，1990年以降は300kg以下であり顕著

な増加はなかった．一方，ジャポニカ米の化学肥料の

ha当たり投入量は1980年から1989年までの10年間で

約100kg増加し（233．9－136．6ニ97．3kg），1990年以

降の10年間でさらに100kg増加して2000年に約350kg

に達している．

　化学肥料の投入量の増加とは逆に，ha当たり米生

産の労働力の投入量は顕著に減少してきた．その主な

原因としては，米生産において機械化のレベルが向上

していることと，除草剤の大量使用による除草労働の

減少があげられる．2001年に早生インディカ米のha

当たり労働力投入量は188標準日（1標準日二8時間）

で，1980年の467標準日に比べて60％減少した．ジャ

ポニカ米のha当たり労働力投入量も2002年には219

標準日であり，80年の483標準日に比べて55％減少し

ている．このような米生産における労働力投入量の持

続的な減少は米生産技術の進歩によってもたらされた

ものと考えられる．

　（2）米の生産性の変化

　表6に1980年以降の全国の早生インディカ米とジャ

ポニカ米における土地生産性と労働生産性の推移を示

している．早生インディカ米の土地生産性は，1980年

の4，931kgから85年に5，622kgに上昇しているが，化

学肥料投入量の停滞を反映するかのように，それ以降

頭打ちとなっている．これに対してジャポニカ米の

ha当たり生産性は一貰して増加し，1980年の4，449

kgから2001年の7，167kgまで60％余りの伸びを示し

ている．

　労働生産性は，労働力投入量の持続的な減少により

両品種とも一貰して伸びている．1980年の標準日当た

り早生インディカ米のそれは，11kgであったが，2001

年になって30kgに達し1．8倍に増加した。また，ジャ

ポニカ米の労働生産性の伸びはさらに顕著で，1980年

の9kgから2001年の33kgに，約2．6倍に増加してい

表6　米における年次別生産性の変化状況

土地生産性 （kg／ha） 労働生産性 （kg／標準日）

年次
早生インディカ米 ジャポニカ米 早生インディカ米 ジャポニカ米

1980 4931 4449 10．56 9．21

1985 5622 5609 17．79 17．19

1990 5841 6521 21．16 21．20

1995 5491 6479 20．88 23．07

2000 5592 6767 28．68 30．08

2001 5622 7167 29．90 32．73

資料：『全国農産物生産費・収益資料匪編』．
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る．

　以上の分析から次のことが指摘できる．ここ20年間，

ジャポニカ米と早生インディカ米の生産における労働

生産性の伸びは土地生産性のそれより顕著に高くて，

土地生産性重視型の技術進歩から機械技術を駆使した

労働生産性重視型の技術進歩へと転換しつつあるとい

える．とりわけ，ジャポニカ米については，現在でも

土地生産性，労働生産性ともに併行して伸びている．

すなわち，中国における米生産の技術進歩の方向は大

きな転換を遂げつつあるといえる．

　（3）ジャポニカ米増産における技術進歩の貢献の

計測

　上述したように，ここ20年間でジャポニカ米の土地

生産性は絶え間なく向上してきている．単収の向上に

主に2つの要因がある．1つは耕地条件の改善と化学

肥料などの物財投入の増加である．2つ目は農業技術

進歩による貢献である．以下ではジャポニカ米増産に

おける技術進歩の貢献を計測してみよう．ここで計測

されるものは広義の技術進歩の貢献である．つまり，

米生産に必要な種子，肥料，機械など物財的技術と栽

培管理技術の貢献だけではなく，経営管理，意思決定

技術と制度の革新による労働力の生産意欲の向上及び

資源調達などの貢献も含まれる．

　分析に使用するデータは，主に『全国農産物生産費・

収益資料匪編』の中で，省別ジャポニカ米の単収，物

財投入量及び労働力の投入量であり，分析期間は1980

年から2001年までである．具体的な計測モデルは以下

の通りである．

1ny’＝1nα十δε十bllnX1十わ21nX2十b31nX3

　十cVV十Σ（1江）‘十ε

　以上の回帰式の中で，yはジャポニカ米の単収

（kg／ha），孟は年次（1980－2001年），X1は化学肥料の

投入量（チソ，りん，カリに換算，kg／ha），X2は化

学肥料を除いた他の物財の投入費用（元／ha），X3は

直接生産に投入した労働力投入量（標準日／ha），W

は気候変数（当該省の災害面積が総栽培面積に占める

割合で表す，単位は％），D‘は省別のダミー変数を表

している．εは回帰式の残差である．

　上式において，年次変数εの回帰係数δはジャポニ

カ米生産の年当たり平均技術進歩率である．計測され

た回帰方程式は以下の通りである（ダミー変数が入っ

ていない，カッコのなかの数字はむ値）．

lnYニ6，811十〇，01272‘十〇，脳lnX1－0，070151nX2－0．1㈹lnXs－0，21蘭W

　（“20）（謝）（且13）　（一1，娼）（一415）（一且総）R2ニ㈱

　1980年から2000年までの21年間，ジャポニカ米の単

収は4．45t／haから7．08t／ha（その年次の前後3年間

の平均値）まで増加して，年平均増加率は2．35％となっ

ている．上式で計測されたジャポニカ米生産における

技術進歩率δは1．27％であって，ジャポニカ米生産へ

の技術進歩の貢献率は54％（1．27％／2．35％＊100％）

となっている．これは，ジャポニカ米の単収の増加に

おいて技術進歩からの貢献は50％を超えており，主な

表7　国・地域別にみた米の単収，生産費の比較（1997－1999年）

単収（t／ha） 生産費（元／kg） 人件費が生産費に占める割合（％）

中国

『中生インディカ米 7．11 0．74 52％

ジャポニカ米 7．21 0．88 42％

黒龍江省ジャポニカ米 6．48 0．66 25％

台湾 6．50 3．14 29％

アメリカ 7．00 1．55 9％

日本 6．55 15．17 40％
タイ 5．08 0．60 37％

ベトナム1 5．07 0．64 50％

ベトナム2 5．70 0．99 71％

注：1）中国と黒龍江省のデータは1997－99年の平均値，資料は『全国農産物生産費・収益資料匿

　　　編』から取ったもの．生産費には地代と税金を含まれていない．生産費は各年の平均為替

　　　レートで換算されたもの．

　　2）アメリカのデータは1997－98年の平均値である．タイとベトナムのデータは1998年雨季と

　　　乾期の米生産費の平均値である．ベトナム1とベトナム2はメコン川とホン川地域をそれぞ

　　　れ指す．台湾のデータは2000年のもので，資料出所は参考文献薫清仁2001．生産費の中に

　　　は税金と地代が含まれない．日本のデータは1999年のものである．
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影響要因になっていることを意味している．

5．中国における米の国際競争力の分析

　表7では単収と生産費（地代と税金を除く）を用い

て各国を比較している．表から中国は単収が最も高い

国であることがわかる．また，1997年から1999年まで

の3年間の中国全体のジャポニカ米の生産費の平均値

は0．88元／kgであるが，黒龍江省のジャポニカ米の生

産費はより低く，0．66元／kgしかない．これは台湾，

アメリカ及び日本のそれより低い．一方，中国におけ

る1997年から1999年まで3年間の中生インディカ米生

産費の平均値は0．74元／kgで，タイのそれより20％高

いが，ベトナムの南方と北方の2地域のそれより低く

なっている．以上のように，中国は単収水準が高い上

に，タイ，ベトナムと同様に生産費が低くて比較優位

を持っている．

　また，中国におけるここ数年の米輸出入の状況をみ

てみよう．表8はここ数年の米輸出の状況を示してい

る．中国は米の輸出国で，近年，米の輸出入の差は

200万t余りにある．これは中国の米が国際競争力を

持つことを意味している．2000年に中国の米の輸出量

は約300万tで，FOBの平均価格は1．56元／kgであり，

同年産タイのインデイカ米のバンコクFOB価格1．52

元／kgと差がない．しかし，中国の米輸出の中には，

価格が高いジャポニカ米が一部入っているので，中国

のインディカ米の輸出価格は実際は国際市場の平均価

格より低いといえよう．黒龍江省でも2000年に米輸出

量が27万tで，FOB価格は2，22元／kgとなっており，

国際市場の平均価格を大幅に下回っている．

　品質と味覚は米の国際競争力の向上にとって重要な

要因になっている．中国の雑種インディカ米の品質は

味覚が比較的よくて一定の競争力を持っている．中国

のジャポニカ米の品質はよく，特に東北地域のジャポ

ニカ米は品種が良いほか，また日本，韓国の消費者の

嗜好に合っており，強い競争力を持っている．

6．む　す　び一中国における米の
　　国際競争力を向上させる措置

　WTO加盟後の中国では，農産物の国際競争力を如

何に高めていくかが重要な課題となっている．米は農

産物の中で競争力が高い作物として注目されている．

本稿では，中国における米の生産と国際競争力の現状

を明らかにし，米の単収に対する技術進歩の貢献率を

計測した．本文の主な結論は以下の通りである．近年，

中国では，米の生産構造の調整，品質の大幅な向上に

より米の市場競争力が強化され，米の収益性は小麦，

とうもろこしなどの穀物と比べて高くなっている．ま

た，米の土地生産性と労働生産性も顕著に高まり，技

術進歩は米生産の中で貢献度が最も高く米増産の主な

要因となっている．

　以上のように，中国の米の生産性は高く，国際競争

力も高い現状にある．しかし，WTO体制の中で，中

国の米は一層国際競争力を高める必要があり，その可

能性も十分ある．方向性として以下の措置を提言して

おきたい．

（1）現在，中国の米は国際市場で一定の競争力がある

　が，賃金水準の上昇によって米の生産費が高くなり

　つつある．こうした背景の下で，中国の米の国際競

　争力は弱まる危険性が十分ある．しかし，現在，政

　府が制定した農産物の発展計画と実施計画の中では

表8　中国における米輸出入の状況

年次

輸出 輸入

輸出量
万t

FOB価格
元／kg

そのうち黒龍江省
輸入量
万t

CIF価格

元／kg輸出量

万t

FOB価格
元／kg

1998

1999

2000

2001

374．54

270．32

294．80

184．78

2．04

1．97

1．56

1．41

5．80

20．10

26．97

9．17

3．64

2．84

2．22

2．06

24．38

16．80

23．86＊

26．89宰

4．07

3．84

3．91

3．04

資料：『中国海関年鑑』と『黒龍江省統計年鑑』の各年版．価格は各年の平

　　均為替レートで換算されたもの．
　注：＊米輸入量の中にタイから輸入されたのは2000年23．80万t，2001年26．

　　82万tである．
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米の位置付けが脆弱である．米生産を積極的な政策

で支持する必要がある．

（2）今後，一層生産費を削減するため，生産費節約型

　の技術を普及する必要がある．利潤を最大化する最

適な化学肥料の投入量と各種化学肥料の組み合わせ

　を決定し，しかも科学的な化学肥料の投入技術を用

　いて肥料の投入効率を高める必要がある．

（3）米生産の産業化経営方式を普及して米の品質と加

工技術を向上させる必要がある．重点的に米加工の

商系会社を支持して良質米のブランドを作ることが

必要である．良質な品種の開発，導入及び普及を行

　うと同時に，先端的な加工方法とその設備を採用し

　て，今後，米の加工製品を開発する必要がある．
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Summary 

The purpose of this study is to investigate the product structure, technological 

progress and international competitive power of rice in China, using the statistical ma-

terials and field survey. The conclusion of this study is as follows. In recent years, 

production structure of rice has been smoothly adjusted, the quality of rice has been im-

proved, and gross profit of rice has been remarkable than that of other grains. As the 

most important cause, technological progress is playing a significant role in increasing 

output per unit area in China. Rice made in China is one of the strongest competitive 

powers in the international market, and is keeping a probability of competitive power 

that can be improved. Finally, in order to promote the international competitive power 

of rice, as policy suggestions, it is very important to erect positive financial policy, to 

introduce cost-economized technology, to develop good rice seeds and processing tech-

nology, and establish rice brand etc. 


