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《論 説》

数字を用いた略語にみる現代中国社会 (Ⅰ)

岡 益 巳

4.2.個別企業による改革

4.2.1.徐州市硬務局鹿庄炭鉱の改革

(1) "三学" (三つの学習)

江蘇省徐州市碩務局鹿庄炭鉱の党委月会書記 ･李松柏によると,同炭鉱

では思想教育を重視 し,従業員全体の資質を高める試みを実行 している｡

(李松柏[1996]p.49)

我イn軒党委多年来堕持了毎周五的学司制度,井以企地党校､政校､

唄校力陣地.系韓地机好各攻干部和唄工的政治理地学/i.牙展了学政

治理治､学地券知沢､学自然科学力内容的 `̀三学''括功,井把学/7理

治与世界現､人生現､伊佐現教育相結合.(96-23-49)

我々炭鉱党委貞会は多年に渡って毎週金曜日の学習制度を堅持 し,

企業内党学校,政治学校,職業学校を拠点として,各級幹部および従

業員の政治理論学習を系統的に把握 してきた｡政治理論を学び,業務

知識を学び,自然科学を学ぶことを内容とする ｢三つの学習｣活動を

展開し,同時に理論を学ぶことと世界観,人生観,価値観教育とを結

合 している｡

(2)① "三文明" (三つの礼節)

② "四反-桝" (四つの反対と一つの樹立)

自一九九二年以来,軒党委在駅工中牙展了鋭文明活､倣文明事､当

文明人的 "三文明"教育括功,制定 く度庄煤軒駅工三文明行力規荘),

牙展反盗窃､反賭博､反軸酒陶事､反打架斗殴､樹文明酢凧的 ''四反
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-桝"括功.(96-23-49)

一九九二年以来,炭鉱党委月会は従業点の間で礼節ある話 し方を し

て,礼節ある行動をとり,礼節ある人間になろうという ｢三つの礼節｣

教育活動を展開し,『鹿庄炭鉱従業員三つの礼節行動規範』を制定 し,

反窃盗,反賭博.反酒乱.反喧嘩暴力,モラルある炭鉱の気風樹立と

いう ｢四つの反対と一つの樹立｣活動を展開している｡

(3) "三愛" (三つの愛するもの)

同吋,鐘常不断地升展愛国､愛党､愛社会主文的 "三愛"教育和法

制教育括功.培育了駅工的高尚情操和良好的精神凧貌.増強了唄工的

文明意汎 涌現出-批兄文男カ､助人力京的好典型.(96-23-49)

同時に,国を愛 し,党を愛 し,社会主義を愛するという ｢三愛｣教

育と法制教育活動を常時展開している｡従業点の高尚な情操と良好な

精神状況を育み.モラル意識を強化 したので,正義のために勇気を振

るい喜んで人助けをする素晴らしい典型的人物が続々と生まれている｡

那須[1991]には "三愛"の項目があるが,辺境の少数民族居住地に駐在す

る人民解放軍の ｢祖国,辺境,各民族の三つを愛すること｣という教育活

動,あるいは農村の社会主義精神文明建設のための ｢国家,集団.社会主

義の三つを愛すること｣という活動である,と記述されており,鹿庄炭鉱

の "三愛〟とは内容が異なる.

(4) "三徳" (三つの道徳)

辻去,工人村常出現打架斗殴,朝里､家庭陶矛盾等向題.我イ円通迂

横合街道か草地､泥出所､法廷等単位,在町区内外｢淀牙展倫理道徳､

現地道徳､社会公徳的 〝三徳''教育,涌現出一紙家人和睦､朝里団結

的好家庭.(96-23-50)

過去には,労働者の住む村ではしょっちゅう喧嘩や暴力沙汰が発生

し,隣近所や家庭内で対立等の問題を引き起こしていた｡我々は街道

事務所,派出所,法廷などの機関と連携することによって,炭鉱地区

内外において倫理道徳,職業道徳,社会道徳の ｢三つの道徳｣教育を
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広範に展開したため,家族が睦まじく隣近所が団結 した素晴らしい家

庭がた くさん出現 している｡

4.2.2.タリム油田開発

(1)① d三十居次" (三つのレベル)

② "三和模式" (三つのモデル方式)

新藤ウィグル自治区南部のタリム盆地はタクラマカン砂漠の中に位置 し

ているが,七年におよぶ大調査の結果,百億 トンを超える石油埋蔵量と八

兆立方メー トルの天然ガスの埋蔵が明らかになった｡過酷な自然条件のも

とで.一九九五年には二百六十万 トンの原油を生産 し,翌九六年には生産

能力を四百六十万 トンに高めたが,これは労働者-人当たり四十六万七千

元の生産高となり,全国の油田の中で トップである｡ しか し,タリム油田

は埋蔵場所が深いばか りでなく,何度も沈下と隆起を繰 り返 したため,元

々あった石油貯蔵構造が破壊され,地質条件が極めて複雑となり,探査の

難度を大きくし.試掘や採掘には一連の世界的レベルの難題が存在 してい

る｡ (陸湧華[1997]pp.42-43)

速些科技姫題如何解決呪 ?塔里木油田把自己独具特色的科研体制旧

錆力 "三十居次"和 "三秤模式〝. "三十届次"是 :現場生戸研究 ;

重大生戸堆題研究 ;碁石出理沌研R. d三神模式"是 : "抽公司"自建

的研究机杓 ;与息公司研究院横合摘科研 ;以合同方式,借用全国科研

力量牙展寺題研究.(97-5-43)

これらの科学技術の難題は如何にして解決するのか｡タリム油田は

独自の科学研究体制を ｢三つのレベル｣および ｢三つのモデル方式｣

にまとめている｡｢三つのレベル｣とは :現場での生産研究 ;重大な

生産上の難題研究 ;基礎理論研究｡｢三つのモデル方式｣とは :石油

会社が自前で作 り上げた研究墳棒によって研究すること ;総本社の研

究院と合同で科学研究を行うこと ;契約方式により,全国の科学研究

力を借 りて専門テーマの研究を展開すること｡
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"息公司"とは, ｢中国石油化工総公司｣を指す｡中国石油化工船公司は

一九八三年に設立された,工業省と同格の国務院直属の企業体で,従業員

は約七十万人 (横井陽一[1995]p.123)0

(2) "三尚制" (三つの職場管理制度)

また,若手幹部の成長に有利な環境作 りと競争メカニズムを創設するた

め,東河塘作業区では,労働,人事,給与をセットとした改革を行ってい

る｡すなわち,幹部と労働者という身分の垣根を取 り払い.全ての従業点

が一律に持ち場の管理を行い,給与と待遇は持ち場に連動 し,全ての持ち

場は競争で勝ち取る,という画期的な改革が成された｡それと同時に次の

ような改革も実行されている｡ (陸湧華[1997]p.44)

同吋推行三縄制一一一一待尚､拭尚､上尚o迭十年戸六十万蝿生戸能力,

国内自功化程度最高的油乱 管理人員定員力二十五人,目前上尚的収

二十二人.在迭十作地区工作的堺工必須具有六神知沢技能 :僅英渚,

能萄辛.精通抽気田牙麦,油気集輸,会操作汁算机制和進行 自動化管

理.(97-5-44)

同時に三つの職場管理制度---職場不適格,職場試用中,職場適格

という制度を推進 している｡年産六十万 トンの生産能力であるが,国

内で自動化の程度が最高の油田であり,管理者の定点二十五人に対 し

て.目下のところ職場適格者として勤務 している者は二十二人に過ぎ

ない｡この作業区で勤務する従業員は六種類の知識と技能を具備 して

いなければならない｡すなわち,英語ができ,車の運転ができ,石油

･天然ガス開発に精通 し,石油 ･天然ガスの大量輸送に精通 し,コン

ピュータの操作ができ,オー トメーション管理ができる｡

`̀三尚制"- "待尚､域内､上尚"は従業月管理制度をいう｡ "上尚"は

審査に合格 した職場適格者O "斌尚"は審査に不合格,あるいは何 らかの

理由で職場をはずされ,訓練を経て職場に復帰した者. "待鏑"は審査に

不合格になった者と職場をはずされた者｡

樋口裕子 ･青田美穂子[1994]によると, "三軒 は一九九二年初めに上
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海市政府が従業員管理の自主的改革を推進 した際に用いた "在尚､斌尚､

待W'の略語であり(p.162),例文中の "上即 は "在拭"に相当する｡

東河塘作業区では,幹部と労働者の身分の垣根を取り払って改革を断行

したわけであるが,これは画期的な出来事であるC中国では,現場労働者

である `̀工人"と "干部''の両者には厳格な身分の違いがある｡ "干部"

は,広義には事務職員を指 し,狭義には指導工作あるいは管理工作に従事

している者を指す｡

なお,一九九六年の中国の原油生産量は一億五千七百万 トンである｡

4.2.3.鎮海煉化公司の改革

(1)① "一書多能" (-専門 ･多技能)

② "一掃多能,一書多能" (-持ち場 ･多技能,一専門 ･多技能)

漸江省寧政市の石油化学会社である鎮海煉化公司は優良国有企業であり,

一九九四年に香港株式市場に上場 し,いわゆるH株 ("国企H股"-中国

国有企業株)発行企業となり,海外資金を集め経営の活性化を謀っている｡

国際競争に参加するためには.従業員の資質を高め,労働生産性を向上さ

せることが不可欠であり,次のような方策を講 じている｡

カ了捷高塀工操作技能,公司在工人中井展了星攻培訓考核括功,培

券 "一号多能"型的技木工人.一十工人若鐘辻培訓考核能熟珠掌捷一

十重要尚位的操作技能即カー星.若能熟妹掌握辛回内毎十尚位的操作

技能便是 "五星級力工人.鐘辻九年培訓,境港煉化巳有JL十名 "五星

級"的操作員, "二星級"以上的則比比皆是.企此通達 "星級考核"

亦法促使釈工威力 "多星故"的系統操作員,一尚多能,一号多能.

(97-9-38)

従業員の機器操作技能を向上させるため,会社は労働者の間で星等

級による試験活動を展開し, ｢-専門,多技能｣型の技術労働者を養

成 している｡労働者が訓練と試験を経て一つの重要な持ち場の操作技

能に熟練 し,それを習得できたら一つ星である.もし,作業場内の全
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ての持ち場の操作技能に熟練 し,それ らを習得できたら ｢五つ星級｣

労働者である｡数年の巷成を経て,鎮海石油化学にはすでに数十名の

｢五つ星級｣の操作員が存在 し,全点が ｢二つ星級｣以上である｡会

社は ｢星級試験｣法によって従業月が ｢複数星級｣のシステム操作月

となり,-持ち場 ･多技能,-専門 ･多技能となるように促 している｡

4.2.4.東台市製麺工場の改革

(1) "四十突出" (四つの最優先)

江蘇省東台市製麺工場は市場競争に打ち勝つべ く,従業月の資質向上を

謀っている｡

京台市面粉｢培桂企地精神注意在提高塀工素庚上下工夫.他イJl堅持

"四十突出" :一足突出理想､信念的培券.提高取工的思想政治素庚.

二是突出危机恵沢､尭争意訳的培育,増募駅工墜初不抜的晶庚和作風,

努力成力覚争舞台上的強者.三是突出敏也愛尚教育,強化現地理想､

現地皇己律､駅北道徳,引寺駅工対外堆折企此形象,対内戸格r一組l一塊.

四是突出尚位技能培もJIr,提高明工文化撞木素庚,井釈枚方駅工施展オ

準例造条件.(97-14-43)

東台市製麺工場は企業風土を育成するに当たって,従業員の資質向

上に気を配 って工夫を凝 らしている｡彼 らは ｢四つの最優先｣を堅持

しているCすなわち,第一に,理想 と信念の養成を最優先 し,従業員

の思想的政治的資質を向上させる｡第二に,危機意識と競争意識の育

成を最優先 し,従業員の堅忍不抜の資質と態度を養成 し,頑張って競

争世界の強者とするC第三に,工場と持ち場を敬愛する教育を最優先

し,職業的理想,職業壊律,職業道徳を強化 し,対外的には企業イメ

ージを守 り,対内的には厳格に職場規律 ･規則を守るように従業員を

導 く｡第四に,現場技能の訓練を最優先 し,従業員の素養 と技術的資

質を向上させ,積極的に従業月が才能発揮や環境作 りができるように

する｡
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4.2.5.紅石林業局の改革

(1)① "四公牙 〝 (四つの公開)

② "四盟督" (四つの監督)

紅石林業局は,森林経営面積三十万ヘクタール,木材蓄積量四千三百万

立方メー トルの大型企業であるが,経営に問題があり,一九九〇年代初頭

には,十六万立方メー トルの木材の在庫をかかえ,その変質による損失が

五百七十万元余 りに上 り.借入金の利息を毎年三百万元余 り支払わねばな

らなかった｡一九九一年に着任 した局長兼党委員会書記の王宮生は,従業

月が民主的な管理に参加する新 しい方策を採用 した｡ (高欣 ･張躍文[199

7]p.22)

駅工当家倣主有了法律保障,但如何保i正落莫是十新保題.迭十局建

立領等干部 "四公牙"民主監督制度,即工作公牙､生活公牙､思想公

牙､作凧公牙.局長王宮生主功宣布接受 "四盟督",即接受党垂的執

行党的方幸十路銀的監督.妃桧監察部｢1党凧党紀的監督,工会的民主監

督,唄工和家属的群森監督.(97-19-22)

従業点を主人公とするための法律上の保障は得 られたが,如何にし

てそれを保証 し実行するかが新課題となったCこの局では,指導幹部

の ｢四つの公開｣という民主的な監督制度を設立 した｡すなわち,職

務の公開,生活の公開,思想の公開,作風の公開である｡局長の王宮

生は自発的に ｢四つの監督｣を受け入れることを宣言 した｡すなわち,

党委員会による党の方針 ･路線実行の監督,瑛律検査 ･監察部門によ

る党風や党紀の監督,労働組合による民主的監督,従業員と家族によ

る大衆監督の受け入れである｡

4. 2. 6.長春鉄道貨物輸送センターの改革

(1) "四十一" (四つのサービス)

鉄道で貨物を輸送する場合,荷主は三､四枚の小切手を手にして,五､

六カ所の窓口で列をつ くって並ばなければならず,手続きが非常に繁雑で
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ある｡こうした状況を改善 しない限り,荷主の鉄道離れは避けられない｡

そこで長春鉄道貨物輸送センターでは,次のような改革を実行 した｡ (李

玲 ･干有海[1997]p.27)

長春貨逼中心力此改革内部組奴机杓,吐貸主在一十宮口､亦一次手

鏡便能赴理好通貨的有美事宜,叫倣 "四十一" :簡便手鏡一十口,衝

化収費一紙票,接取送迭-象允,伏庚服勢一片情.(97-10-27)

長春貨物輸送センターはこのため内部の組織機構を改革 し,荷主が

一つの窓口で一回の手続きをすることで,貨物輸送にかかわる事柄を

処理できるようにし,｢四つのサービス｣と呼んでいる｡すなわち,

簡単な手続きを一つの窓口で,料金徴収を簡素化 して一枚の小切手で,

荷受けと配送を一貫 して,良質なサービスは心をこめて｡

4.2.7.三毛集団の企業戦略

(1) "三防-汰" (三つの防止と一つの可)

江蘇省の三毛集団は従業員六千人余りの毛織物工場で,周建平社長は中

国青年企業家協会理事を兼務するやり手である｡三毛では,毎年収益の五

分の三を技術開発､設備投資につぎ込んでおり,一九九七年には一億五千

万元を投入 してイタリア製の世界最先端設備を導入 したOまた,中国紡績

大学と提携 して毛織物科学研究所を設立 し,コンピューターを利用 して開

発を行い,毎日二種類の新製品と十種類の柄や色を創 り出すことができる

ため,消費者の要求を満足させ,市場をリー ドすることができる｡ (張正

憲[1997]p.34)

目前三毛巳形成八大系列二万多紳新品的 "精紡呪城大家族",最近

又首家批量推出防蛙､防敏､防水､可机洗迭 "三防-洗"毛妨高楼新

面料.(97-17-34)

目下のところ,三毛はすでに八大系列二万種類の新製品である ｢精

紡ナイロン大商品軍団｣を作り上げているが,最近はまた,他社に先

駆け,防虫,防敏,防水,洗濯機可という ｢三つの防止と一つの可｣
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の毛織物の高級新生地を大量に発売した｡

(2) "-｢爾制" (一つの工場に二つの制度)

三毛集団は,中国紡績大学や南京師範大学などと提携 して毎年従業月に

定期的な集中教育を行ったり,国際羊毛局と連携 して専門家を招いて技術

指導を受けさせたりしている｡そのため,営業部月の資質が高いのか特徴

的である｡

硝嘗人員是 "特殊工神",享受的是 "-J一両制"政策.分配上役有

基本工資,没有固定的費用包干,収入完全与戸晶硝背板和資金回収額､

回収率挫鞠浮功,毎月戸生一名 "蛸嘗状元'',年底戸生一名 "蛸嘗大

王〝.(97-17-35)

営業部負は ｢特殊な職種｣であり, ｢一つの工場に二つの制度｣と

いう政策を享受している｡基本給や固定的な経費が支給されず,収入

は完全に製品販売額と資金回収額 ･回収率に連動して上下するC毎月

一名の ｢販売状元｣が誕生し,年末には一名の ｢販売大王｣が誕生す

る｡

三毛集団の `̀-l一両制"は,一つの工場で二種類の賃金体系を有すること

であるが,林康義[1994]によると,一つの企業内に国有部分と外資との合

弁部分が並存することであり(p.190),内容が異なる｡

(3)① "三接軌" (三つの連結)

② "三園鏡" (三つの中心)

三毛の特色に富んだ営業販売メカニズムについて,周建平は次の二点を

指摘 した｡

一句是 "三接執〝 :"国内借息与国阪信息接軌,市場菅硝与新品牙

麦接執,戸晶牙先考客戸需求接軌 "三毛集団定期仇国外灼冥有美樺

本,井与国外同行同格咲岡,及吋肺迭世界最新借息 把握妨妖晶市場

麦展恋勢.硝嘗人員在推蛸戸品的同吋,迂免責回収信息 新品牙友部

口必須根据蛸嘗人員提供的客戸要求,一周之内打出小樺,反綾子市場.

男一句是 "三園鏡" :"全｢園幾硝嘗韓,蛸唇取壊市場韓,市場圏
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鏡晶和牛."在三毛,膏蛸足中心,是尤共.生戸汁剣由硝嘗吾郎1宜按

下込.而且,三毛集団特別注重不断以品押倒新来引専市場､牙麦市場.

(97-17-35･36)

一つは ｢三つの連結｣である｡ ｢国内情報と国際情報を連結する,

市場での販売と新製品開発を連結する,製品開発と顧客のニーズを連

結する｡｣三毛集団は定期的に海外から関連カタログを購入 し,海外

の同業者ネットワークに接続 し.タイムリーに世界の最新情報を選別

し,紡績製品市場の発展態勢を把握 しているQ営業部月は商品の販売

と同時に情報収集の責任も負う｡新製品開発部門は営業部点が提供 し

た顧客のニーズに基づいて,一週間以内にサンプルを作成 し,市場に

フィー ドバ ックしなければならない｡

もう一つは ｢三つの中心｣である｡｢工場全体は販売を中心として

回る,販売は市場を中心として回る,市場は製品を中心として回る｡｣

三毛では,営業販売が中心であり,アクマである｡生産計画は営業部

門から直接下達される｡ しかも,三毛集団は絶え間なく新製品を創 り

出して市場をリー ドし,市場を開発することを特に重視 している｡

(4)① "三金" (三つの金製品)

② "三好" (三つの良い)

③ "三心" (三つの心)

営業部長は顧客に好ましい第一印象を与えなければならない｡

蛸骨員重硝嘗実境,更重唄ilk道徳､思想素虞.他イrl不戴 "三金" :

金戒指､金項韓､金手煉 ;争倒 "三好" :市場牙拓好､地勢水平好､

家庭英系好 ;荏有 "三心" :公心､責任心､事地心.近百名硝官員

有一半己入党,自覚用共戸党員的栃准約束自己､激励自己.

(97-17-36)

営業部長は販売実績を重視するが,職業道徳や思想的資質をさらに

重視する｡彼 らは ｢三つの金｣,すなわち,金の指輪,金のネックレ

ス,金のブレスレットを身につけない ;｢三つの良い｣,すなわち市
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場開拓が良好だ,業務水準が良い,家族関係が良い,を競って打ち立

てる ;｢三つの心｣.すなわち,公正な心,責任感,事業心を抱 く｡

盲名近い営業部長の半数がすでに入党し,共産党負としての基準によ

って積極的に自己凍制 し,自己を鼓舞 している｡

この例文の "三好"の内容は,那須[1991]に収録のものと異なる｡

4.3.地方政府その他による改革

4.3. 1.遼寧省の再雇用促進策

(1) "四新" (四つの新 しいこと)

遼寧省では女性の再就職を促すために "四新" (四つの新 しいこと)と

いう運動が展開されている. "四新'.とは, "樹立新規念,学司新知乱

筆撞新技能,倣出新夷献" (新 しい考え方を打ち立てる,新 しい知識を学

ぶ,新 しい技能をマスターする,新 しい貢献をする)ということ｡

在迂苧省一百万下尚堺工中,女堺工占了六十%以上.由干社会的､

心理的､棄庚的紳秤原因,女駅工再就iLk的前景昆然不那ゑ虞現.カ此,

省息工会女唄工委員会釈椴捗助政府芳功部Il,在女釈工中牙展 "四新''

双文明立功括 功 .(97-2-37)

遼寧省では百万のレイオフ従業且の中で,女性労働者が六十%以上

を占めるQ社会的,心理的,資質的な種々の原因で,女性労働者の再

就職の前途は明らかに楽観視できない｡このため,省の総労働組合女

性労働者委員会は積極的に政府の労働部門を援助 し,女性労働者の間

で, ｢四つの新 しいこと｣や二つの文明で功績を上げる活動を展開し

ている｡

"双文明" (二つの文明)は, "爾十文明"ともいい,資本主義的物質文

明と社会主義的精神文明を指す｡
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4.3.2.山西省の企業改革

(1) "五大法宝" (五つの大きな宝)

山西省党委月会と省政府は,資金投入メカニズムを改革 し,赤字企業の

経営状態を好転させた｡例えば,太原市に立地する山西毛織物工場,太原

電横工場,大原標準部品工場,太原ボイラー工場などの国有企業八杜の場

令,いずれも百万元以上の欠損額を抱えていたが,七社が黒字に転 じ,一

社は赤字幅が大きく減少 した｡一九九六年八月末,銀行はこれらの八社の

企業と提携を結び,八億元余りの流動資金を投入すると同時に旧債務の返

済および未払い利息支払の一時猶予を行った｡税務部門も税の未払い分の

一時猶予を実施 したOまた,銀行は企業に人材を派遣 し,当該企業の生産

販売政策決定会議に関与 し,貸付金の流れや効率をチェックした｡

好机制､好班子､好戸品､好管理､好臥伍被称力企地組亨的 `̀五大

法宝",但好多企地就是不能把迭些 "真鐘"念在英赴.企出向銀行実

行貸款承渚后,領等和堺工都感受到了圧力,改革和管理上的-些行之

有敗的措施加快了落莫.(97-ll-25)

良いメカニズム,良い指導グループ,良い製品,良い管理,良い労

働者は企業の赤字脱出のための ｢五つの大きな宝｣と称されるが,多

くの企業ではこれらの ｢ありがたいお経｣を実際に唱えることができ

ていないのである｡企業が銀行に対 して借入金に責任をもつことを公

言,実行するようになったあと, トップと従業月はプレッシャーを感

じており,改革や管理の面での有効な措置の実施に拍車がかかってい

る｡

4.3.3.上海市の企業改革

(1) "三名'' (三つの有名)

上海市では,一九九四年に工業管理体制を改革 し,国有資産経営主体を

創設することを決定 し,最も古い伝統工業である紡績工業局と難題をかか

えた計器局から試験的に改革を実行した｡紡績業について言えば,上海に
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は六百余 りの企業と三十七万人の従業員を擁 していたが,上海紡績国有資

産持ち株会社の成立後,迅速に改革が進められ,倒産,生産停止,合併,

転売などのリス トラにより百五十四社が整理された｡ (李正華[1996]pp.3

2-33)

同吋.全行地通達国有資戸的逐歩重姐,展罪名｢､名人､名牌的 "

三名"政略,集中力量打的二十秤著名晶牌,使上海妨妖著名晶牌在国

内外市場的地位有数大幅度的捉高,著名品牌的生戸､鐘菅能力越来越

強.(96-15-33)

同時に,業界全体は国有資産の逐次的な改組再編を通 して,有名工

場,有名人,有名ブランドという ｢三つの有名｣戦略を展開し.力を

集中して二十種類の有名ブランドの宣伝に努めたので.上海紡績の有

名ブランドの国内外の市場での地位は大幅に上昇 し,有名ブランドの

生産や経営能力は益々良好となってきている｡

｢有名人｣戦略とは,例えば,商品の宣伝に有名タレントを起用すること｡

4.3.4.侯馬市の企業改革

(1) "三金一制" (三つの会議と一つの制度)

山西省侯馬市が管轄する工業部門の企業数は三十四社であるが,うち十

七社が国有企業で,残 りは集団企業である｡これら三十四社はいずれも小

規模,かつ赤字企業であり.一九九六年上半期に至って,その三分の二が

操業停止あるいは操業短縮状態であった｡そこで一九九六年下期に,市当

局は.これらの企業の株式化を行い,従業員各自に五千元の株を購入させ,

従業員持ち株制度を実行 した｡資産状況の患い企業では,従業員持ち株が

資産の百%を占めるところもある｡また,市当局はこれらの企業に対する

様々な ｢干渉｣を廃 し,企業が身軽に市場に参入できる条件を整えた｡制

度改革が完了 した十七社の運営状況は良好で.元々操業停止 していた企業

も全て生産活動を再開している｡ (千振海 ･張羽[1997]pp.38-39)

改制后的企地也全部英行 "三舎一利'',即股宗全､董事会､監事金

一 1 3 -
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和息経理免責制.董事会和監事会成員由全体股束以元i己名投票的方式

造出,企此法人代表不再由政府任命,両足由董事会任命.由干与自身

利益息息相美,在進学中,唄工表現出前所未有的主人翁精神来.

(97-15139)

制度改革後の企業では,いずれにおいても ｢三つの会議と一つの制

度｣が実行されている.すなわち.株主給金,取締役会,監事会およ

び社長責任制度である｡取締役会と監事会のメンバーは株主全点の無

記名投票方式によって選出され,企業法人代表はもはや市当局が任命

するのではなく,取締役会が任命する｡自分自身の利益と密接に関係

するため.選挙において,従業月はかつてはなかった主人公の心意気

を示 している｡

4.3.5.陽泉市の炭鉱改革

(1) "三韓三結合" (三つの移行と三つの結合)

山西省陽泉市は中国屈指の無煙炭生産地であるが,やみくもに掘 り出す

ことによる資源の枯渇を憂慮 した市当局は,石炭の高付加価値化と産業構

造の転換を謀っている｡ (費孝通[1997]p.32)

和泉市委市政府及吋急結蛭弛,提出了 "地下韓地上,地下地上相結

合 ;采掘鞍加工,采掘加工相結合 ;低手当帝高ヰ当,低中高手当相結合"的

"三鞍三結合"方針,弓卜等全市逆行戸地籍杓洞整.(97-22-32)

陽泉市党委員会と市政府は機を逃さず経験を絵指 し, ｢地下を地上

に移 し,地下と地上を結合する ;採掘を加工に移 し,採掘と加工を結

合する ;低級品を高級品に移 し,低 ･中 ･高級品を結合する｣という

｢三つの移行と三つの結合｣方針を提起 し,全市で産業構造の調整を

進めることを提起 した｡

石炭は トン当たり百八十元に過ぎないが,加工し付加価値をつけることに

より,大幅な増収か可能になる｡例えば,カーボン･ペース トに加工すれ

ば トン当たり千首元,炭素塊であれば トン当たり二千八百元となる｡
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4.3.6.共青団中央の中小企業支援

(1) "三扶-" (三者で一社を支援する)

一九九五年十一月,共産主義青年団中央は中国青年企業家協会の依頼を

受け,｢千の中小企業を振興する行動｣に着手 した｡二年来,全国で三千

人余 りの青年が自発的に ｢振興行動｣に身を投 じているが,彼 らは市場原

理に基づき,経済的手法を用い,対面方式により,三百二十社余りの赤字

中小企業が黒字に転 じるのを支援 し,七百社近い中小企業の赤字削減ある

いは赤字ゼロ達成を支援 し,六万八千人余 りの労働力を吸収 した｡ (余龍

文[1997]p.32)

"振共行功"有一十独特的帝助方式一一--"三扶-",即一十伏秀青

年企地色膏管理者及其所領寺的企地､一十政府鐘済部｢1的青年干部､

一十鐘紡理治界的寺家学者咲手扶持一家中小企地.三方面人員各負其

黄,分別解決企地管理､市場借息､戸晶升麦等向逝.(97-21132･33)

｢振興行動｣では独特な支援方式一一一一｢三者で一社を支援する｣を

採っている｡すなわち,一人の優秀な青年企業経営者と彼の率いる企

業,一人の政府経済部門の青年幹部,一人の経済理論界の専門家 ･学

者が連携 して一つの中小企業を支援する｡三方面の人たちは各自その

責任を負い,企業管理,市場情報,製品開発等の問題をそれぞれ解決

する｡

4.3.7.国有中小商店のチェーン店化

(1)① "七統一" (七つの統一)

② "四十統一" (四つの統一)

③ "三十統一" (三つの統一)

大都市を中心に,外資系の超大型高級デパー トが次々に建設され,既存

の中小規模の国有商店はじり貧状態に追い込まれてしまった｡打開策とし

ては.合併,買収,提携などにより企業グループを形成する方法,さらに

チェーンス トア方式による経営がある｡
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月一重要途後足,要大力推法被称カ q零嘗高地革命"的連鎖鐘菅,

促述中小商店加盟入連鎖企地,英行 〝七統一" :統一店名,統-店貌,

統一俳格,統一｢告,統一采賄,統一配送.統一核算.如果鋭前迫的

"四十統一"是連鎖企地的外形,邦ゑ后迫的 "三十統一"是蓬切企3Lk

的内滴.目前,全国己建立六百五十家連鎖企地,捕有連鎖分店九千家.

(97-8-37･38)

もう一つの重要な方策は,｢小売業革命｣と称されるチェーンス ト

ア経営方式を強力に推進することであり,中小商店のチェーン店加盟

を促 し,｢七つの統一｣を実行しなければならない｡すなわち,統一

的な店名,統一的な店構え,統一価格,統一的な広告,一括仕入,一

括配送,一括清算｡もし初めの ｢四つの統一｣がチェーン店の外形で

あると言うのであれば,後ろの ｢三つの統一｣はチェーン店の中身で

あるo 目下のところ,全国にはすでに六百五十社のチェーン店が設立

され,九千の支店を擁している｡

4.3.8.鉄鋼業の現状

(1) "五十一去不裏返" (五つの去ってしまい再び帰らないもの)

改革開放政策により中国の鉄鋼生産量は順調に増加 し,一九九六年には

ついに一億 トンを突破 したQこの一億 トンのうち,千五百 トン百三十二品

目の鋼材の品質は国際水準に達している｡しかしながら.一九九三年下半

期に鋼材価格が大幅に下落し,五百万 トンの滞貨を生じ,四十四の大 ･中

型企業が赤字となったため,売れ筋商品を増産し,一般商品の生産を制限

し,滞貨商品の生産を停止し,在庫を圧縮する,という戦略が採られてい

る｡一九九六年には業界全体で五十二万 トンの滞貨商品の生産を制限し,

首六十品目を超える新製品の開発を行ったが,これは史上最大の調整であ

った｡ (索研[1997]pp.26-27)

冶金部一位資探寺家用 "五十一去不麦追"概括7位鴫鯛的生戸背景

:短映吋代的真方市場地位､完全依纂国家投資的体制､原材料低法高
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出戸晶的杢断扮格以及企地偲折旧都-去不夏返.(97-5-27)

冶金部のあるベテランの専門家が ｢五つの去ってしまい再び帰らな

いもの｣という言葉で,一億 トンの鉄鋼生産の背景を概括 した｡すな

わち,物資不足時代の売り手市場の地位.完全に国家投資に依存する

体制,原材料を安 く仕入れて高く売ること,製品の独占価格および企

業の低い減価償却は全て過去のものとなり再び巡ってくることはない｡

4.3.9.鉄道貨物輸送の改革

(1) "五定〝 (五つの一定)

市場経済の発展によって,鉄道輸送は旅客部門のみならず貨物部門も大

幅な減少傾向にあり,早急な戦略的調整が求められている｡貨物部門に関

しては,一九九七年に,貨物列車の運行状況を全面調整 し.旅客列車並み

の定期運行が実施されることになった.

此次新連行国対貨逼迭行了大刀陶斧的改革,実行貨物逼輸服勢汀単

取代原来的要事汁剣表.在貨垣 "五定け班列装享姑,汀単的内容既包

括貨逼汁剣的全部内容,又載明装飾辛姑所能提供的其他服各項 臥 由

客戸自由迭拝,汀単笠汀后明碗双方泉抱的鐘済責任,枚大地方便7貸

主.(97-6-32)

この度の運行図は貨物輸送に対 して大ナタを振るった改革であり.

貨物輸送サービス契約書が元来の貨車要求計画表に取って代わった｡

貨物輸送の ｢五つの一定｣列車の集荷駅における契約書には貨物輸送

計画の全内容が含まれるのみならず,集荷 ･配送駅で提供できるその

他のサービス項目も明記されており,顧客は自由に選択できる｡契約

締結後の双方の負担する経済的責任は明確であり,荷主に極端なほど

有利になっている｡

"五定〝とは, "定点､定銭､定幸次､定吋､定併け (一定の駅,一定の

路線,一定の列車,一定の時臥 一定の価格)を指 し,貨物輸送量が比故

的多い駅と路線で,貨物列車を旅客列車並みに定時運行 し,定められた選
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送料を請求する,という制度であるO

5.農村改革と農業問題

5.1.農村改革の基本方針

(1) "幼法三幸" (三つの約束ごと)

ここで取りあげる "幼法三幸"とは,｢農民の負担軽減に関する政府の

三つの約束｣である｡ "幼法三幸"は,元々漢の高祖劉邦の言葉に由来す

る四字成句であり,一般的には ｢法律を制定 してみんなで守ることを約束

すること｣という意味で用いられている｡

一九八〇年代後半以降,郷村などの末端の行政組織による農民搾取が看

過できないほどの大きな社会問題となった｡税金,穀物供出,割当金,義

務労働などは,一九九一年に発布された 『農民の負担する費用と労務につ

いての管理条例』に基づき,法の範囲内で農民に課すことになっていたが,

末端行政組織による遵法な徴収等が跡を絶たず,政府の再三に渡る禁止命

令は守 られなかった｡

一九九六年に至って,党中央 ･国務院は農民の税 ･割当金等の負担を軽

減することを旨とした ｢三ヵ条｣を公布 した｡その具体的な内容は次の例

文の中で示されている｡

寺十対一些地区衣民負担出現的 `̀反弾"向題,一九九六年三月,党中

央､国費院宣布了減軽衣民負担工作的 "幼法三幸〝.具体内容是 :-､

墜決把不合理的負担項 目圧下兎 停止一切不符合規定和不切合実陳的

集資､推服項 目 ;二､暫停官批一切新的牧費項 目,禁止一切需要衣民

出観､出物､出工的迭栃升攻略功 ;三､-九九三年中央明今取消的収

費項 目､迭栃升敏活功,任何地方和部｢1都天板侠夏,国勢院規定的提

留銃等比例限額,不得突破上年衣民人均純収入的五%.(96-23-59)
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いくらかの地区での農民負担にかかわって出現 した ｢跳ねっ返 り｣

問題に対処するため,一九九六年三月,党中央 ･国務院は農民負担軽

減工作として ｢三つの約束ごと｣を宣言 した｡その具体的な内容は :

-､断固として不合理な負担項目を圧縮 し,競走にそぐわず頚実に適

合 しない一切の資金集め,割当項目を停止する ;二､新規徴収項目の

審査と決裁を一切暫時停止 し,農民にカネ,モノ,労力の提供を要求

する目標達成活動や拡大活動を一切禁止する ;三､-九九三年に中央

の命令書によって取り消された徴収項目,目標達成 ･拡大活動は,如

何なる地方および部門もこれを復活する権限はなく,国務院の規定す

る留保金や分担金割合の制限額は,前年の農民の-人当たり純収入の

五%を超えてはならない｡

ここで "提留"というのは "村提留" (村に留保される資金)であり,柿

が公益事業に用いるための資金であり,水利建設,植林事業,村営企業運

営,医療や貧困家庭への生活補助などの福利事業.村役場の事務管理費や

人件費などに使用されるものである｡また. `̀銃等"は "多銃等費〝 (郷

の割当金)であり,郷の管轄内にある小中学校,計画出産,民兵訓練,道

路建設などの事業の助成に用いられる｡

次の例文からも事態の改善がみられないことがわかる｡

近JL年来. "衣民負担''成7-十使用率相当高的凋YE.尽管中央三

令五申､ "的法三幸",各地力此也相継采取了不少措施,但是衣民負

担況重的同塵在有些地方甚至更加平重.造成迭-状況的一十重要原因,

就是一些行比和部IIPE重的本位主文思想在作怪.(96113-4)

近年来, ｢農民負担｣は使用頻度のかなり高い言葉になっている｡

中央は幾度となく命令を発 し, ｢三つの約束ごと｣をし.各地ではこ

のために相次いで多 くの措置が講 じられているが,農民負担の重さの

問題は,地方によってはさらに酷くなっている所さえある｡こうした

状況を生み出している重大な原因は,いくらかの業種や部門の自己本

位主義的な考え方が災いしている点にある｡
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(2) "三項制度" (三つの制度)

"三項制度'' (三つの制度)も農民の負担を軽減するための方策である｡

『半月談』 (一九九七年第八期)に ｢時事問題テス ト首題｣という欄があ

り.その中の一間は次の通 りである｡

向 :減軽衣民負担,衣北部､監察部推出l邸三項制度 ?

答 :衣民負担預決算制度 ;衣民負担監督や制度 ;衣民負担寺項申汁

制度.(97-8-30)

間 :農民の負担を軽減するため.農業部と観察部が打ち出した三つ

の制度とはどのようなものか｡

答 :農民負担の予算決算制度 ;農民負担の監督カー ド制度 ;農民負

担の専門監査制度｡

こうした制度が正常に機能 していないことは,『半月談』 (一九九七年第

九期)に掲載された読者からの投書からも明白である｡江蘇省の朱乃洲と

いう読者の投書の要点は以下の通りである｡

｢農民負担監督カー ド｣には,本来は当該郷の前年度の-人当たりの平

均純収入およびその五%相当額が記入され,村の留保金や郷の割当金を支

払う度にその金額が記入されるので,五%の限度額を超えないようチェッ

ク機能を発揮するはずである｡しかし,現実には,監督カー ドはタテマエ

に過ぎないと言う幹部がいたり,カー ドに実際より大きな虚偽の平均純収

入が記載されたり.五%とは別枠で徴収項目が書き加えられたり.カー ド

に記入することなしに割当金を徴収されたり,穀物や家具や家畜を取 り上

げられたりするため.農民は監督カー ドを持っていても何の役にも立たな

い｡

(3) "八七扶貧攻蟹汁刺" (八七脱貧困計画)

一九九三年に八千万人存在 した貧困人口のほとんどが内陸部の農民であ

った｡ ｢現在中国で,貧困についていえば,普通,農村の貧困だけを指 し

ている(p.38)｣という張息任[1997]の指摘は的を射ている｡張[1997]によ

ると,一九九四年四月に国務院は (国家八七扶余攻墜汁剣) (『国家八七
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脱貧困計画』)を公布 したが.この計画の目標は今世紀末までに次の四つ

を実現することであるO①基本的に貧困世帯の-人当たりの年収が五首元

以上に達するようにする｡②貧困世帯のために,一定の経済的条件を創 り

出す｡③飲用水,道路および電気などのインフラの建設を強化する｡④初

等教育の普及,青壮年の非識字者の一掃,技術教育 ･技術訓練の展開,医

療 ･衛生条件の改善,計画出産の強化などを通 じて,教育 ･文化 ･衛生の

立ち後れた状態を一変させる｡

党中央､国費院対貧困人口万分奉桂,千方青汁力他イrl創造条件以求

尽快脱貧,井制定了 d̂ 七扶貧攻墜汁剣'',帯領全国人民正式向貧困

喜成.(96-21-24)

党中央と国務院は貧困人口に対 して非常に心を砕いており,あらゆ

る手段を講 じて彼 らのために条件作 りを行い.それによって,できる

だけ速やかに貧困から脱することができるようにし,さらに ｢八七脱

貧困計画｣を制定 し,全国の人民を率いて正式に貧困に対 して宣戦を

布告 したJ

"八七扶貧攻墜汁剣"は.正式には -̀国家八七扶貧攻望汁剣"と呼ばれる

が, "ノし'は ｢八千万人の貧困人口｣を, "七吋は ｢一九九四年から二〇

〇〇年までの七年間｣を指している｡ したがって, "八七扶貧攻蟹汁剣"

とは,七年間で八千万人の貧困人口を基本的に貧困から脱出させる計画で

ある｡次の例文からこの点がはっきり分かる.

一九九四年二月一 日晴嵐 在去山西考察的火車上.江倖民把国穿院

扶貧弁盤亦公圭副主任楊薙哲伐去,折取即将在三月初召牙的 "全国扶

貧牙友工作金紋"的情況YE扱.仇全国迂有多少貧困人口,淡到力争用

七年吋向,到本世紀末在中国基本解決貧困地区群余温飽何題的 (国家

八七扶貧攻墜汁剣).(96-23-ll)

一九九四年二月一日の早朝,山西省へ視察に向かう列車の中で,江

沢民は国務院扶貧開発弁公室副主任の楊薙哲を訪ねて行き,三月初め

に召集される ｢全国貧困支援開発工作会議｣の状況報告を開き,全国
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にまだどのくらいの貧困人口があるかといったことから.極力七年間

の時間を用いて,今世紀末には中国の貧困地区の民衆の衣食の問題を

基本的に解決するという 『国家八七脱貧困計画』にまで話が及んだ｡

(4) "三高" (三高)

"三高''とは,主に農業における ｢高生産.高品質,高効率｣を意味し,

元の形は "高戸､伏庚､高致"であり, "爾高一伏" (二高一優),

伏双高" (-優二高), "高枕高〝 (高優高)などとも略称される｡

在支持 "三高"衣地的友展中,地区衣行絶不止扮演一十 "参楳''､

"軍押"的角色,更多的是扮演称収的 "后勤部長"角色,在金融扶衣

工作中既当先鋒又当主力.十一年中,他イn用干 "三高"衣iLk的袋款毎

年以二十%的速度速増.(96-24-36)

｢三高｣農業の発展を支持する中で,地区の中国農業銀行は ｢参謀｣

や ｢軍師｣の役を演 じるに留まらず,適切な ｢後方支援部長｣の役を

演 じることが多 く,金融界の農業支援工作の中ではパイオニアであり,

メインパワーとなっている｡この十一年,彼 らの, ｢三高｣農業に用

いられる貸付金は毎年二十%のスピー ドで逓増 している｡

これは江西省撫州地区の中国農業銀行撫州支店長が積極的に ｢三高｣農業

を支援 しているという内容｡次は河北省衡水地区桑強県の例である｡

要想便衣民大面釈地敦音,光幕九十 "立具項 目"解決不了同塵.主

要速得 "爾高一伏"衣地.(96-19-32)

農民を全般的に豊かにしたいと思うならば,いくつかの ｢県の向上

目標｣に寄 りかかっているだけでは問題を解決できず,さらに ｢二高

一優｣農業に取 り組むことが肝要である｡

なお,一九八〇年代には, ｢三高｣は女性が結婚相手を選ぶ際の条件を

表す言葉として多用された｡すなわち, "学所高,収入高,十子高" (学

歴が高い,収入が多い,身長が高い)という意味で使用された｡

(5) "三下多" (三つの農村へ送 り込むもの)

`̀三下多"とは, "文化､科技､丑生〝 (文化,科学技術,衛生)を農
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村に送 り込み,農村社会の発展を謀ること｡一九九七年初頭に中央宣伝部

の音頭取 りで十の部 ･委員会が連携 して打ち出した農村の精神文明建設運

動である｡文化を農村へ送 り込むとは,書籍,雑誌.演劇,映画,テレビ

などを送 り込み,農村の文化生活を向上させること｡科学技術を農村へ送

り込むとは,実用的な農兼技術を普及 し,農民の技術力を高めること｡衛

生を農村へ送 り込むとは,巡回医療チームの派遣や農村衛生医療工作を強

化推進すること｡

最近,由中量部奉共,文化部､国家科妻､丑生部等十十部委朕合推

出的旨在促法衣村社会全面麦展速歩的文化､科技､ヱ生 "三下ダ'括

功,在各地衣村蓬勤牙展人イrl力之古筆叫好 !(971214)

最近,中央宣伝部の音頭取 りで,文化部,国家科学技術委月会,衛

生部など十の部 ･委員会が連名で,農村社会の全面的発展 と進歩を促

進することを旨とする文化,科学技術,衛生の ｢三つを農村へ送 り込

む｣活動を打ち出したが,各地の農村ではこの活動に対する人々の拍

手喝采が沸き起 こっている｡

在此大背景下展牙的面向衣村的 "三下多"括功,自然成力本世紀末

扶貧攻堅城的一十重要組成部分,也是各部委雪中送衆､献鎗衣民兄弟

的一扮新年厚礼.(97-2-5)

こうした大きな背景のもとで展開される,農村に向けての ｢三つの

農村へ送 り込むもの｣運動は,自ずと今世紀末の貧困救済攻略戦の重

要な構成部分と成っており,各部 ･委点会が援助の手を差 し伸べ,農

民兄弟へ献 じる新年の厚い贈 り物でもある｡

(6) "坪三戸" (三種類の家庭を判定する)

中国共産党第十四期六中全会では,農民の資質を高め,まずまずの生活

水準を達成 し,社会主義新農村を建設することを目標として.文明村 ･鋲

の建設活動を展開することが提起された｡党中央宣伝部副部長 ･劉雲山は,

文明村 ･鏡の建設には文明家庭の建設に力を入れることか ら始めなければ

ならない,としている (劉雲山[1996]p.8)0
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"三戸"とは. "双文明先述F'､双文明合格戸､双文明争取戸" (二つ

の文明先進家庭,二つの文明合格家庭,二つの文明を目指す家庭)であるC

劉副部長は,農民を積極的に参加させる四川省徳防市の活動例を挙げてい

る｡

四)ll徳PEl牙展 `̀坪三戸"括功.毎十杯帝都注意功員群余参与.創建

内容､林准事先向衣民公布,吐衣民都知遭.逆行坪逸.要求尊家毎j]

都要波代表参加,坪逸結果要氾入楢葉,井張模公布.(9612419)

四川省徳陽市では ｢三種類の家庭を判定する｣活動を展開している

が,節目毎にきめ細か く大衆を動点 して参加させている｡建設内容と

基準事項を前もって農民に公布 して知らせ,判定を行う際には各家庭

から代表を派遣 して参加することを求め,判定の結果はファイルに記

入するとともに掲示 して公開する｡

しかし,農村現場では農民を苦しめ,負担を増やすような "坪三jld活動

が行われることもある｡『半月淡』 (一九九六年第二十四期)には,湖北

省建始県の読者から次のような内容の投稿があった｡要約を紹介する0

最近,私の住んでいる人口五万人ほどの小さな区では,百四十人余りの

工作チームを組織 し,村から村へと ｢三種類の家庭｣の判定をしていった｡

二つの文明の先進家庭には紅い札,合格家庭には緑の札,不合格家庭には

黄色い札が掛けられた｡工作チームは派遣先の村で,村民-人当たり一元

から一 ･五元の生活費を割り当てたO村外へ出稼ぎ中の者に対 して,一 日

五元の工作費を要求 したチームもある｡黄色い札の家庭の子女は黄色い札

の家庭の子女としか結婚できない,黄色い札の家庭の子女は大学に合格 し

ても入学できないなどと宣告 した工作チームもあったo "三戸"の判定は,

村や組の幹部の農民個人に対する好き嫌いに基づいて下され,判定に従わ

ない農民には暴力が振るわれ,罵られたり,罰金を課せられたり,縛 り上

げられたりした農民も数多 くいる｡ (月華[1996]p.54)

(7) "三教銃等'' (三つの教育を統一的に計画する)

技術者の養成と農民の資質向上によって,農村を貧困から脱却させよう
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とする試みが実行されている｡

近年来,旨在カ｢大衣村培券中､初級科技人オ和提高衣村費功音素

庚的煉原汁剣,久一九八八年組映進点薬盤来,巳在全国六百多十英独

鼻､七千多十示荘多取得明昆致果.其中貧困地区六%的具在普及九年

又各教育的基地上,通達基拙教育､現地教育和成人教育 "三教銃等"

増強了与 "星火汁剣"､ "羊牧汁剣"相結合的能力,在一定程度上改

変7当地的貧困面貌.堂定子｢大衣民依幕科技教育奔小康的信心.

(96-23-23)

近年来,広範な農村において初級 ･中級の科学技術を身につけた人

材を養成 し,農村の労働者の資質を向上させることを旨とした僚原計

画は,一九八八年からモデル地区を選定配置 して実験が始まり,すで

に全国の六百余 りの実験県,七千余 りのモデル郷が明かな効果を得て

いる｡その中の貧困地区の六%の県では,九年の義務教育普及の基礎

の上に,基礎教育.職業教育および成人教育という ｢三つの教育を統

一的に計画する｣ことにより. ｢小さな火花計画｣や ｢豊作計画｣と

結合する能力を増強し,一定程度その地域の貧困状態を改善 し,多 く

の農民が科学技術教育に依拠 してまずまずの生活を目指す自信を確固

たるものにした｡

"煉原汁剣" (僚原計画)とは,一九八八年に国家教育委員会が提起,実

施 した計画で,農村労働者の資質を改善 し,農村の科学技術の吸収 ･運用

能力を増強 し,農村の経済発展と社会進歩を促進する戦略計画｡ "星火汁

効け (小さな火花計画)とは.一九八五年に国家科学技術委点会が制定 し

た地方経済振興のための技術開発計画であり,中小企業,郷鎮企業を科学

技術で武装 し.地方経済と農村経済の発展を促進する技術計画. "半枚汁

刺" (豊作計画)とは,一九八七年に農牧漁業部と財政部が共同して実施

した,先進的な実用技術の普及による農業,牧畜.漁業の大幅増産計画で

あるO (林康義[1994]pp,227-228)
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(8) `̀爾田制" (二つの耕作地制度)

農地請負政策にかかわる "爾田制'' (二つの耕作地制度)のが問題か深刻

化 しているO

八十年代中期以来,-些地方摘 "西田*rr ,把土地分カ "口梅田"

和 "責任田",主要是力了解決負担不均和完成衣芦品定的任各姫等何

題.但有些地方摘的 "西田制"葵陳上成7枚回衣民承包地､変相増加

衣民負担和強制推行規模鐘菅的-秤手段.中央不提侶実行 "西田制".

没有英行 "南田制"的地方不要再摘,己鐘実行的必須中央的土地東包

政策玖真迭行整頓.(97-19-18)

八〇年代半ば以来,いくらかの地方では ｢二つの耕作地制度｣を実

行 し,土地を ｢自家消費用耕作地｣と ｢請負耕作地｣に分けているが,

これは主として負担の不均衡や農産物買い上げ任務の達成が困難であ

る等の問題を解決するためである｡しかし,地方によっては,｢二つ

の耕作地制度｣が実際には農民の請負地を回収 し,農民の負担を形を

変えて増や し,大規模経営を強制的に推進する手段となっている｡中

央は ｢二つの耕作地制度｣を提唱してはいない｡｢二つの耕作地制度｣

を実行 していない地方は今後実行 してほならないし,すでに実行 して

いる地方は中央の土地請負政策を真面目に実行 し,改善 しなければな

らない｡

"西田制"問題の解決策としては,①請負地の請負期間は三十年であり,

これを勝手に短縮することを禁 じる,②勝手に請負額をつ り上げて回収 し

た土地を高値で再請負契約をすることを禁 じる,③請負地を強制的に供出

させ,集団経営化 したりすることを禁 じる｡

(9)① "-村一品" (-村一品)

② "-多一品" (-郷一品)

-村一品運動は,平松守彦 ･大分県知事が,一九七九年に始めた地域活

性化運動であり,主として,地域内資源の活用による地域経済の活性化を

目指した方策である｡｢一品｣には,農林水産物を加工 した ｢一 ･五次産
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品｣が多 く,製品の類似性,産地間の競合,市場確保の難 しさ,波及効果

の少なさなどの問題点があり,成功例は限られたものであったが (松原宏

[1995]p.326),近年,中国でも農村経済発展戦略の一つとして注目されて

いる｡

"回鼻側地"者由干在城里鐘受7敏煉,成了有信息､僅技木的 "舵

人〝,他イr]的項 目摘得紅火,自然在多部之何戸生示乾､帯共作用.迭

-方面可以吐更多的衣民走上脱貧敦宮路,-方面有利子形成 "-村一

品"､ "一身一品"的鐘済格局,戸生規模赦庇,提高和増強地方鐙辞

的景虎与活力.(97-10-16)

｢故郷へ帰って事業を興す｣者は都市で鍛錬され,情報を持ち,技

術が分かる ｢有能者｣となっており,彼 らの事業は非常に盛んで,自

ずと故郷の人々の間で模範を示 して先頭に立つ役割を果たす｡このこ

とは,一方ではより多 くの農民に脱貧困富裕化の道を歩ませることが

できるとともに,一方では ｢-村一品,-郷一品｣という経済構造を

形成 し,規模の効果を生み出し,地方経済の資質と活力を高め,強化

するのに有利である｡

5.2.農村現場における改革の試み

5.2. 1.耶朝市の農村改革

(1) "十下多､十辻村" (十の農村へ送り込むもの)

中央政府の "三下多"運動を受けて,河北省耶都市では "十下多､十逆

相" (十の農村へ送 り込むもの)運動を提唱しているO

我JIl提出的 "十下多､十法相'',即圏弔､屯影､科技､規則文吉括

劫､｢播亀祝､政策室億､法律哲掬､体育括功､医庁丑生､生活新夙

全部下多迭村.(97-9-56)

我々の提起する ｢十の農村へ送り込むもの｣とは,すなわち,図書,

映画,科学技術,演劇 ･文芸活動,ラジオ ･テレビ,政策宣伝,法律

相談,体育活動,医療衛生,生活の新風の全てを農村へ送 り込むこと
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である｡

耶朝市は,市域人口は百七十七万人ほどであるが,その郊外には二百余 り

の郷鋲を抱えており,管轄下の最小行政単位である ｢村｣の数は五千余 り,

農村人口は六百万人余 りに達する｡中国の ｢市｣は,中央直轄の北京,上

港,天津,重慶の四大都市は別格であるが,省直轄の大都市であっても.

通常は日本の ｢県｣を しのぐ広大な面積と農村人口を抱えている｡本館に

｢○○市の農村改革｣と覆 した項目が多いのはこのためである｡

5.2.2.塩城市の農村改草

江蘇省塩城市党常任委員 ･組織部長の陶培栄によると,同市では,管轄

下の響水県と射陽県で競争メカニズムを取 り入れ,村支部書記の公開選抜

を試験的に実施 した｡ (陶培栄[1996]p.54)

(1) "五改" (五つの改革)

在連照発車和基層党姐映進挙工作条例的前提下,園鏡迭好村支弔,

対村支部換届迭挙工作実行 "五改",即一改称甫提名候逸人力公牙達

人用人栃推,通達尭争戸生候通人 ;二攻等板迭単相支弔力差額逸単相

支弔 ,･三改由支委迭支弔身辻党員圭接迭支弔 ;四改常規迭挙程序力増

加治村方実演税,疑堆何題答坪､接受党員啓掬等尭争程序 ;五改任命

上尚力東渚上鼠 強行的束,激励机制.(96-22-54)

党規と末端党組織選挙工作条例を遵守するという前提のもとで,村

支部書記の選出をめぐり,村支部の改選工作に対 して ｢五つの改革｣

を実行 した｡すなわち,第一に,協議 して候補者を決定することを改

めて,候補者の資格基準を公開し,競争によって候補者を出す ;第二

に,一名の候補を立てて村支部書記を選ぶことを改め,複数の候補者

を立てて村支部書記を選ぶ ;第三に,支部委員会が支部書記を選ぶこ

とを改め,党員が直接支部書記を選ぶようにする ;第四に,慣例的な

選挙過程を改め,村政に関する演説を増やし,疑問点や難題に回答 し,

党月の質疑を受けるなどの競争過程を取り入れる ;第五に,任命によ
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る就任を改め.職責を果たすことを公約をした上で就任 し,任務の遂

行を強制 し,任務の遂行を奨励するメカニズムを取り入れる｡

"等額進学" (等額選挙)は,候補者教と定点が同数であり,信任投票の

形となるもの｡これに対 して. "差額迭挙"は候補者数が定点より多 く,

落選者が出る｡

これまでに,同市の四千百余りの村支部のうち,すでに千二百余 りが任

期満了に伴う改選で競争メカニズムを導入 し,村支部書記の公開選挙を行

った.また,市の党委員会は十カ所の村級幹部養成センターを設置 したり,

党学校や蘇州農村幹部学校での集中養成コースを実施 したり,塩城工学院

などの大学と提携 して村級幹部の養成を行ったりしている｡ (陶[1996]p.

54)

(2) "三和-'' (三者が一つを援助する)

市委国境脱貧致音奔小康迭十日栃,堅持7-手机姐妖整頓,-手紙

鐘済扶貧.采取領等干部捷村,工作姐姓村,企草地単位野村的 "三和

-"措施.(96122-54)

市の党委員会は脱貧困とまずまずの生活へ向けての日棟に対 して,

片手で組織整備に力を入れ,片手で経済と貧困者救済に力を入れるこ

とを堅持 している｡指導幹部が各村を分担 して責任を持ち,工作チー

ムが村に駐在 し,企業 ･事業所が村を支援するという ｢三者が一つを

援助する｣措置を採っている｡

(3) "六大工程" (六大事業)

毎十対后辻村的群余普通存在的 "行路堆､吃水堆､用も堆､上学堆"

等突出向塵,市委組妖友功市交通､水利､供屯､教育､民政､｢棒等

単位,在貧困多相実施了通路､通水､通も､通｢播､助学､以及扶持

特困J5等 "六大工程".(96-22-55)

立ち後れた村の人々の間に普遍的に存在する ｢交通.飲料水,電気,

就学の困難｣等の顕著な問題に対処するため,市の党委負会は市の交

通,水利,電力,教育,民政,放送局等の墳関を組織 ･発動 し.貧困
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郷村において,道路を建設し,水道を建設し,電線を敷設 し,ラジオ

放送を受信できるようにし,就学を補助し,極貧家庭を援助する等の

｢六大事業｣を実施している｡

(4)① "三大工程" (三大事業)

② "三包､三挫､三定" (三つの請負,三つの提携,三つの決定)

経済的に立ち後れた村の脱貧困支援を強化 し,生産条件を改善 し,経済

発展を加速するため,市の党委旦会は次のような試みを実施 している｡

市奏者重机了 "三大工程〝,-孤 "百村扶貧工程".由市島商銀組

幼7-首多十部Il与后法相､貧困柑実行対口扶貧.一色三年,碗保整

頓村実現脱余目榛.二机 q中低戸田改造工程".近爾年来,市､長寿

集中人力､財力軒助后姓村改造中イ氏戸田七万多古.三択以 "三色､三

挫､三定〝カ重点的 `̀綜合扶貧工程付.

"三色"就是由市銀机美部｢1在挫鞠的貧困多額包扶一十利税辻百万

的企地,包上一十利税辻百万的項目,包一十后法相全面迭小康. "≡

桂"就長久全市迭拝二十二十鐘済排共多額,与浜海､鴫水星二十二十

貧困多牧結対軒挟.実行多壌挫鞠､干部捷唄､扶貧挫項目. "三定''

就是姐映友功一万四千名机美党員干部和率先致官的党員,与貧困多､

村的一万十貧困戸定扶貧対象,定扶貧措施､定脱貧吋IIF司.(96-22-55)

市党委員会は重点的に ｢三大事業｣に取り組むことにした｡第-に,

｢百村貧困支援事業｣に力を入れる｡市と県の二つのレベルで百余り

の部門を組織し,立ち後れた村や貧困の村と一対一の貧困支援を実行

し,一旦請け負うと三年は行い.整備対象の村の脱貧困目標の実現を

確実にする｡第二に. ｢中 ･低生産耕作地の改造事業｣にカを入れる｡

ここ数年来,市 ･県委月会は人力と財力を集中して,立ち後れた村の

中 ･低生産耕地七万畝余りの改造を援助している｡第三に, ｢三つの

請負,三つの提携,三つの決定｣を重点とする ｢総合貧困支援事業｣

にカを入れる｡

｢三つの請負｣とは,市の機関や部門がつながりのある貧困郷鏡に
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おいて利潤が百万元を超える企業を一社請け負い,利潤が百万元を超

える一つの事業項 目を請け負い,一つの立ち後れた村が全面的に小康

状態に達するように請け負うこと｡｢三つの提携｣とは,全市か ら選

ばれた二十二の経済的に トップに位置する郷鏡が,浜海県や響水県の

二十二の貧困郷鋲とペアを組んで,郷鏡の提携,幹部の提携,貧困支

援事業項 目の提携を実行すること｡｢三つの決定｣とは,一万四千人

の機関党点幹部および率先 して豊かになった党員が,貧困郷村の一万

戸の貧困家庭を貧困支援対象と定め,貧困支援措置を定め,脱貧困期

限を定めること｡

5.2.3.運城市の農村改革

(1) 山南中一か" (二つの審査 と一つのやり方)

山西省の運城市の農村では,毎月二十五 日,各村の民主財務管理チー

ムが村委月会主任等か ら当月の財務活動状況の報告を聞き,収支を審査 し,

翌月の収支計画の申請を受ける｡二十八 日には各村の会計担当者が審査記

録を携えて郷鏡へ赴き.再び審査を受ける｡

このような財務管理制度は, "商銀中核､統一亦公" (二段階審査,舵

一事務処理)と呼ばれ, "両帝-亦" (二つの審査と一つのや り方)と略

称されている｡

曽在多額干辻十JL年領寺的逼城衣此鐘菅局局長周｢秤玖丸 "雨宮

-か '利之所以能在不長吋向得到推｢,就在干官鼻梁姑衣村来院､衣

民容易接受和操作的一書倣法,在美鍵杯帯上辻了 "雅美".

(97-14-20)

かつて郷鋲で十数年指導者として仕事を したことのある.運城市農

業経営局局長 ･周広種は,｢二つの審査と一つのや り方｣という制度

が短時間に普及できたのは,この制度が農村の実態に密着 した,農民

が受け入れ易 く扱い易い方法であるからで,肝心な部分では ｢難関｣

を突破 した,と考えている｡
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しかし,他方では毎月の審査が繁雑であるとか,村の予算が執行 しにくい

とかいう意見もある｡

三家阿鼻房子柑村民イll向氾者反映. `̀爾中一か一対現金花蛸控得太

死,一定程度上影鳴了村干部的釈放性,村干部有吋把法曹的事也推到

多里去了.(97-14-21)

三家河郷房子村の村民たちが記者に向かって訴えるには, ｢二つの

審査と一つのやり方｣は現金の支払いに対する制約が余りにもきつす

ぎて,村の幹部の積極性にある程度影響を及ぼしており,村の幹部は

時として自分が管轄すべき事でも郷当局へたらい回ししてしまう0

5.2.4.新鄭市の改革

全国の郷や鏡の党 ･政府の トップの七十%以上が都市や県都に住居を構

えており,地域によってはその数字が九十%以上に達するところもある｡

都市に住居を構え,農村の職場へ毎日通勤する郷 ･鎮幹部を,民衆は "走

湊官" (通い役人)と呼んでいる｡河南省新鄭市の場合も,十四の郷鏡に

四百名余りの幹部がいるが,副郷長以上の ｢通い｣幹部は九十%以上を占

め,一般幹部の ｢通い｣も約八十%を占める｡新鄭市では,こうした傾向

に歯止めをかけるため,次のような勤務潰走を制定した｡ (桂娼[1997]p.

30)

(1) "五四二工作制" (五四二勤務制度)

カ了姶多年干部創造札根衣村的大杯境,新邦市妻､市政府決定在多

額英行 `̀五四二"工作制,即鼻鏡机美干部要保i正毎周五天工作,堅持

周一至周四晩上住在多額机美,提倍額等干部奉献双休 日.(97-16-31)

郷鎮幹部が農村に根をおろす大きな環境作 りのために,新鄭市党委

員会と市政府は郷鏡において ｢五四二｣勤務制度を実行することを決

定 した｡すなわち,郷鎮機関の幹部は毎週五日の勤務を保証 し,月曜

日から木曜日の夜は郷鎮機関に宿泊することを里 く守 り,指導幹部が

週休二 日制を励行することを提唱している｡
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5.2.5.新鄭市城閑郷の農民による自己管理システム

(1) "南洋一例" (二つの判定と一つの創設)

河南省新郷市城閑郷では,雑多な末端行政を農民の自己管理にゆだねる

方法を採り,成功 している｡

按照爾十文明-起机的思路.寺十対多情,新郷市城美多久汁剣生育､

宅基地､征賄提留､社会公徳和十人思想品徳等方面入手,在全多罪展

了以坪迭 "遵妃守法戸〝､ "文明F'"､創建 "文明村"カ主要内容的

"爾坪一例"括功,麦功群余按栃推自我定級,互相坪淡,坪淡結果上

交村支部官核碗臥后存楢.(97-21-44)

二つの文明を同時につかむという考えに従って,郷の実状に対処 し,

新鄭市城閑郷では計画出産,宅地分配,農産物買い上げ ･村の留保金,

社会道徳および個人の思想 ･品格などの方面から着手 し,全郷で ｢風

紀や法を遵守する家庭｣,｢文明家庭｣を選出し,｢文明村｣を創設

することを主内容とする ｢二つの判定と一つの創設｣活動を展開し,

大衆を発動 し基準に基づき自分で級を定め,互いに判定 し,判定結果

を村支部へ提出して審査確認ののちファイルに保存する｡

｢文明家庭｣あ.るいは ｢風紀や法を遵守する家庭｣に選ばれた農家は,郷

政府による荘厳な資格授与式が行われ,名前が公表される｡該当しない農

家も "空白戸" (何にも該当しない家庭)として公表される.｢文明家庭｣

に選ばれると,入団,入党,村 ･組幹部抜擢.宅地分乱 村 ･組企業請負

などの優先権が得 られる｡ (王恒涛[1997]p.44)

｢村｣は農村における正規の末端行政組織であり,その下に設けられた

｢組｣は末端行政を支える半公的互助組織である｡開放政策前の農村行政

組織と比較すると,｢郷｣-｢人民公社｣,｢村｣-｢生産大隊｣,｢組｣

-｢生産隊｣である｡

(2) "一･艮商会一組" (一人の家長,二つの会,一つのチーム)

一九九七年,城美多党委形成了決淡,在全多牙展 "-長南会一組"

的液相新管理体制建没. (97-21-45)
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-九九七年に城関郷党委月会は,全郷で ｢一人の家長,二つの会,

-つのチーム｣という農村新管理体制の建設を展開することを決議 し

た｡

`̀-長"とは, "家長"を指 し,全郷の各家庭から一名の満十八歳以上の

代表者,つまり家長を出して,村や組 (-村の一つ下の組織)の事務の監

督 ･管理を行う｡ "商会"とは,十名の家長から葺出された一名の代表に

よって構成される "村民代表大会〝と各組から一名ずつ選出された代表で

構成される "村民理事会"を指す. "商会''は四半期ごとに活動するが,

理事会は必要に応 じて随時開催され,財務収支予算を討諭 したり,財務管

理をしたり,村 ･組の重要事項を決定 したりする｡ "一組"とは,村民理

事会で選出された "理財組d (財務管理チーム)であり.村の収支は財務

管理チームの審査と署名を経た上で記帳されるO (王恒涛[1997]p.45)

なお, "商会"は,通常は ｢全国人民代表大会｣および ｢中国人民政治

協商会議｣の二つの会議を指す｡｢中国民主建国会｣と ｢中華全国工商業

聯合金｣を指す場合もある (雅坤 ･秀玉[1992]p.291)0

5.2.6.藩陽市東陵区の改革

(1) "三公牙一汗改" (三つの公開と一つの評議)

藩陽市東陵区の農村においては,過去,幹部と民衆の関係が険悪であっ

たO-九九六年初頭,区委員会は英達郷の七つの村をモデル村として,氏

衆の ｢参政日｣活動を展開し,村民代表を村政に参加させて幹部の正常化

を謀 り,成功を収めている｡ (張良[1997]p.31)

束陵区 "参政 日''的主要内容是三公牙､-坪淡.三公牙就農村干部

当着群余的面.-要把村里的政穿悦透 :迭一年都亦了耶些大事小情,

姶村民一十十交待 ;二足把村里的財条規情,村里的各項収支一等一等

都要吐群余心知牡明,特別是捷留款,招待費要重点排 ;三是把家身魂

明白,干部イfl家里孟房子上梁､要姐由等収没収礼,要も仁多乗仰1知道.

一浮沈就是村民代表当堵提意見､淡看法､井対干部速行民意測嘘.負
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后,区､多的領等作急結.(97-19131.32)

東陵区の ｢参政 日｣の主要な内容は,三つの公開と一つの評議であ

る｡三つの公開とは,村の幹部が民衆の面前で,第一に,村の政務に

ついてきちんと説明すること ;すなわち,この一年にどのような大事

や小事を行ったか,村民に逐一報告する｡第二に,村の財務について

きちんと説明し,村の各収支項目を一つずつ民衆に明らかにしなけれ

ばならず,特に留保金と接待費は重点的に説明しなければならない ;

第三に,家計の状況を明らかにし,幹部が家を建て棟上げをしたり嫁

をもらったりしたとき.祝い金を受け取ったかどうか,村人に知 らせ

なければならない｡一つの評議とは,村民代表がその場で意見を述べ,

評価をし,幹部に対する住民アンケー トを行う｡最後に.区と郷の指

導者がまとめを行う｡

5.2.7.除州市の農村党組織建設

(1) "五十結合〝 (五つの結合)

安徽省瀞州市は,農業における請負制度を大々的に推進 したことで全国

的に有名である｡

衣比和衣相生併要上新台折,衣村茎居党姐鉄建没必須上新水平.荏

折衷村基居組鉄建竣工作中,我イn堅持倣到 -一五十結合",以促法衣村

鐘軒的穐定和泉展.(97-21148)

農業と農村経済が新 しい段階に上るためには,農村の末端党組織建

設が新 しいレベルに高まらなければならない｡農村の末端組織建設工

作に力を入れる中で,我々は ｢五つの結合｣を堅持することによって,

農村経済の安定と発展を促進 しなければならない｡

"五十結合" (五つの結合)とは,① "集中孤与鐘常机相結合" (集中的

に力を入れることと経常的に力を入れることとを結合する),② "治椋鳥

治本楯結合" (一時的な解決と根本的な解決とを結合する),③ "求実-5

側新相結合" (事実を求めることと新 しいものを創造することとを結合す
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る).④ "形式与内容相結合" (形式と内容とを結合する),⑤ "点与面

相結合〝 (点と面とを結合する),を指す｡

①は,末端組織建設は長期的で大きな任務であるが,集中的な整備 ･改

革を組み合わせて,効果的に組織作りを行うことを意味する｡次の略帯は

①にかかわる方策を示 している｡

(2) "-咲一色双挫" (一つのつながり.-つの請負.二つの連携)

カ了改変后法相面貌,解決 "有人亦事"和 "有銭か事"的向硬,戟

111采取丁 "-咲一旬双桂",即領等朕系､単位色相､企曲技鞠､机美

干部撞堺的形式.加大了整頓力度.(97-21-48)

立ち後れた村の風貌を改め, ｢コネがあれば事が成る｣と ｢カネが

あれば事が成る｣という問題を解決するために,我々は ｢一つのつな

がり,一つの請負,二つの連携｣方式を採った｡すなわち,市の指導

者たちが村とつながりを持つ,市の部署ごとに村の改革を請け負う,

企業が村と提携する.機関の幹部が現場の部署を兼任する,という方

式によって組織再建のパワ-を強化 した.

②の "栃''は,村級指導グループの整備,健全化,基礎的施設の建設など

の工作を, "本"は.末端党組織全体のサービス能力であり,広範な党員

幹部が人民のために服務するという意識と能力を持つことを意味している｡

次の二つの略語は②にかかわる方策を示 している｡

(3) "-査三推一考一連"

(一つの調査,三つの推薦,一つの審査,一つの選挙)

カ｢牙達人渠道.把好迭人的素顔美,我イrl推行了 `̀-査三推一考一

速〝的村干部逸抜か法.(97-21-48)

選抜者の間口を広げ,選抜者の資質を一定以上に保つため,我々は

｢一つの調査.三つの推薦,一つの審査,一つの選挙｣という村幹部

選抜方法を推進 している｡

"-査三推一考-透けとは, "人オ普査.党員､干部､群余推孝,多輯党

委考査,依法迭挙" (能力の全面的調査,党員 ･幹部 ･大衆による推薦,
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郷鎮党委点会による審査,法に基づ く選挙)を指す｡

(4) 4三学力 (三つの学習)

在衣村党員中,牙展了学党章､学理治､学科技的 "三学"括功,過

辻学党章増強力人民服券的宗旨意汎 学小平理沌速一歩解放思想,学

科技増強致官本領.(97-21-49)

農村党員の中で,党規約を学び,部小平理論を学び,科学技術を学

ぶという ｢三つの学習｣活動を展開しており,党規約の学習を通 して

人民のために服務することの主旨と意識を深め,郡小平理論を学習 し

て思想をさらに解放 し,科学技術を学習 して豊かになるための能力を

高めている｡

ただし,上海市で展開されている "三学"活動は, "学知沢､学科学､学

技禾" (知識,科学,技術の三つを学習する)という思想政治工作活動で

あり,ここで用いられている "三学"と内容が異なる｡また,徐州市砿務

局鹿庄炭鉱の "三学"活動については第四章第二節を参照されたい｡

5.2.8.広西壮族自治区上林県不孤村の改革

(1) "十十統一" (十の一元化)

広西壮族自治区上林県不孤村は戸数八十一,人口五百四十人の小さな村

で,-人当たりの耕地面積は-畝足 らず,放牧地も二畝足 らず しかなく,

幹線道路からも離れており,工場もなく,資源もない｡一九八五年以前は

一人当たりの年収が三百元余りの遅れた村であったが,八五年に村委展会

主任となった周大栄は,幹部や村民と話 し合いを重ねた上で集団方式を採

用 し.経済的発展を謀った｡また,十年余 りの精神文明建設の結果,村民

三 ･五人に一人が大学,中等専業学校卒であるが,これは辺都な山村にし

ては驚 くべき数値である｡ (眺光 ･劉水玉[1997]pp.42-43)

大家反夏研究制定了十五各村規民的,在党支部､村香合的領尊下,

英行十十統一 :統一領等､統一集休資金､統一上交水費､統一管水､

統一奨学金､統一放牧､統一も功打谷､統一秤櫨布局､統一防治病虫

- 3 7 -



260

音､統一治理杯境等等_(97-19-43)

人々は繰 り返 し検討 し,十五条の村民規約を制定 し,党支部と村委

貞会の指導のもとに十の一元化を実行 した｡すなわち,一元化 した指

導,一元化 した集団資金,一元化 した上納用水費,一元化 した用水管

理,一元化 した奨学金,一元化した放牧,一元化 した電動脱穀,一元

化 した栽培計画,一元化 した病者虫駆除,一元化 した環境整備など｡

"十十統一"という略語は,従来個々ばらばらに行われていた農作業等を

集団方式により統一的に実施するようになったことを強調 している｡

(2) "十充" (十の無)

不孤村被称力一決文明的浄土,村民知法守法,相子巳達鎮十二年実

現了 "十元" :充倫盗､元賭博､元斗殴､元犯罪､充実嚢婚姻､充吸

毒､充倍確信確､充不交公約娘戸､元封建迷信､充中小学生額学.

(97-19-42)

不孤村は文明の浄土と言われており,村民は法を守り,村はすでに

連続十二年 ｢十の無｣を実現 している｡すなわち,盗みがない,賭事

がない,喧嘩がない,犯罪がない,売買姫がない,麻薬がない,流言

飛語がない,穀物を供出しない家庭 ･買 う家庭がない,封建的なもの

や迷信がない,小中学生の退学がない｡

5.2.9.遵雲港市の農村改革

(1) "三校､爾姑､所作､-臥" (三校,二センター,二館,-チーム)

江蘇省の連婁港市では,農村の社会主義精神文明建設のために. "小康

文化工程" (小康文化事業)を実施 している｡これは,まずまずの生活 レ

ベルへ到達するという目標に "硬件" (ハー ド)の建設,充実を組み合わ

せた事業であるo "三校"は "基展党校､成教中心､多鵠企地政校" (末

端現場の党学校,成人教育センタ-,郷鎮企業政治学校)杏, "両軸"は

"文化姑､｢播亀視軸" (文化センター,ラジオ ･テレビ放送センター)

を,"商館"は l'圏弔棺､致盲展見繕" (図書館,富裕化展示館)を,"一
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臥"は "屯影放映臥" (映画放映チーム)を表 している.

多額和村長投入的重点.根据当地的鐘済麦展水平,多額主要是孤 "

三校､両軸､爾棺､-臥" ;村一級有衣民学校教室､文体括功室､圏

弔室､画廊.(96-22-25)

郷鏡と村は事業投入の重点である｡現地の経済発展 レベルに基づい

て,郷鏡は主として ｢三校,二センター,二館,-チーム｣に力を入

れること ;村のレベルでは,農民学校 ･教室,文化 ･体育活動室,図

書室,画廊をもっこと｡

5.2. 10.阜陽市の土地改革

安徽省阜陽市は准北平原に位置 し,農業が盛んであるが,一九八〇年代

初頭の第一次土地改革により,農地が細分化され,専有権の所在が不明で

あったり,不法専有が行われるなどの間者が続出し,農業の市場経済化を

阻んでいる｡そのため,現在の土地請負契約満了時には.そのまま契約更

新を認めることはせず,改善を加え,健全な土地流通メカニズムを作り上

げることにした｡ (妾藩 ･萱傑林[1996]p.62)

以下はその具体策であるが,要点のみをまとめた｡

(1) "-不変〝 (一つの不変)

堅持 "-不変'' :堅持以家庭咲戸東包責任制力主的衣村双居鐘菅体

制長期不変,(96-22162)

｢一つの不変｣を堅持する｡すなわち,家庭生産連動請負責任制を

主とする農村の重層経営体制を長期に渡って変えないことを堅持する｡

戸別の請負のはかに,集団請負制度もあり,｢重層｣としている｡

(2) 山南割断" (二つの断ち切る)

実現 "爾割断" :一足割断人口増減与承包土地増減的美象 二足割

断耕地与宅基地朕系.(96-22-62･63)

｢二つの断ち切る｣を実現するOすなわち,第一に,人口の増減と

欝負地の増減との関係を断ち切るC第二に,耕地と宅地のつながりを
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断ち切るC

これまでの背負制度では,家族数が増えれば請け負う土地が増え,逆に,

家族数が減れば土地 も減る｡また,耕地が勝手に宅地に転用されることも

ある｡

(3) "三組建" (三つの組織建設)

牙展 "三組建" :一足組建多､相集体鐘済姐幼.二是姐建多､村合

同仲裁洞解組鉄.三是姐建多相合作基金会.(96-22-63)

｢三つの親裁建設｣を展開する.すなわち,第-に,郷村の集団経

済組織を建設するO第二に,郷村の契約,仲裁,調停組織を建設する｡

第三に,郷村合作基金会を組織する｡

集団経済組織を創設することによって,当該組織に土地所有権をもたせ,

農民との請負契約締結権を含む,土地に関する一切の権限を行使させるこ

とを意図している｡郷村合作基金会は,農民に土地使用権を担保にして生

産のための運転資金を貸 し出すことを目的とする｡

(4) "明四枚" (四つの権利を明確にする)

迭到 "明四枚" :一足強化所有枚.二是明碗麦包板.三是穐定東包

板.四是放括鐘菅枚.(96-22-63)

｢四つの権利の明確化｣を達成する｡すなわち,罪-に.所有権を

強化する｡第二に,請負契約認定権を明確化する｡第三に,請負契約

権を安定化させる｡第四に,経営権を活性化させる｡

これは,① 丁所有権｣は郷村にある,②請負契約締結の権限は郷村の経済

団体にある.③請負期間を契約書に明記する,④請負契約期間中に土地使

用権を譲渡 したり,貸 し出したり,抵当に入れたりすることを合法とする,

といった内容を指す.

(5) 〝五結合〝 (五つの結合)

倣到 `̀五結合" :即事受東包地的人口与汁剣生育政策結合 ;村境観

測与宅基地分配結合 ;基本衣田保折区建設与衣田基本建設結合 ;耕地

長期炎色与公益事地建没預留地幡吋友包結合 ;公共没施桑包与保折管
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理結合.(96-22-63)

｢五つの結合｣を行う｡すなわち,土地請負制を享受 している人口

と一人っ子政策とを結合する ;村鎮計画と宅地分配とを結合する ;塞

本農地保護区建設と農地基本建設とを結合する ;耕地長期帝負と公益

事業建設に備えた保留耕地の臨時請負とを結合する ;公共施設請負と

保護管理とを結合する｡

5.2.11.湖北省建始県官店鏡の改革

(1) "一三五工程" (一三五事業)

湖北省建始県官店鏡は平均海抜千五百メー トルの高地にあり,一九八〇

年代末には有名な貧困県で,七十%の農家が食穫不足に悩み,毎年六百 ト

ン余 りの食糧支援を受けていたが,一九八八年に着任 した官店区 (現在は

鎮)委員会書記 ･劉銀昌の指導のもとに,八年間で延べ七万人余 りの義務

労働者を投入 し,治山,治水,道路建設,電線敷設などの-ー ド面での環

境整備を行った｡その結果,一九九六年には農民一人当たりの年収が千五

百元を超えるほど豊かになり,湖北省山間地区の ｢百の素晴らしい郷鎮｣

の一つになった｡ (劉資木 ･張洪倫[1997]p.38)

山区脱貧的包椎是LLl.希望和出路也在山.官店区委立足干柁梶山的

潜力,友拝山的伏勢,因地利宜,碗定了 "長机林､中机特､当年孤根

畑猪"的鐘折井麦思路,大力実施 "一三五"工程,那 :人均一宙穐声

高戸基本衣田,人均三吉鐘紡作物,人均五古用材林.(97-17-40)

山間地区の脱貧困の悩みの種は山であるが,希望と脱出の道 も山に

ある｡官店区委員会iま山の潜在力を掘 り起こし,山の有利さを発揮す

るという立場に立ち,土地の事情に合ったやり方を採 り,｢長期的に

は森林に力を入れ,中期的には特産物に力を入れ,その年は食糧,タ

バコ,豚に力を入れる｣という経済開発案を確定 し,｢一三五｣事業

を強力に実施することにしたOすなわち,一人平均-畝の確実で高生

産の基本農地,一人平均三畝の経済作物,一人平均五畝の材木林を与

-41-



264

えるという事業である.

ただし,-臥 (ムー)は約六 ･七アール｡

(2) "三城格局" (三段構造)

井根据全区相対高差校大,気候垂宜分布的特息 按照高山以前材､

日本落叶松力主,次高山以畑叶､魔芋､粗食力主,低山以茶､水果､

粒食力主的 "三銭"椿局,区域化布嵐 規模化生戸.実施系統牙友.

(97-17-40)

そして相対的に全区の高低差がかなり大きいので.気候の垂直分布

という特徴に基づいて,高い山には薬材やこホンカラマツを主とし,

次に高い山にはタバコやこんにゃく芋や穀物を主とし,低い山には茶

や果物や穀物を主とする ｢三段｣構造によって,区域別に配置し,大

規模化して生産 し,体系的な開発を実施 している.

(3)① "十充" (十の無)

② "十有" (十の有)

鞍変貌念換臓筋決不是一件容易的事,需要下決心､功真格.カ此,

区委成員分共深入多相,与干部促膝淡心,用照京多昔千三年,餐 "十

元"カ "十有",由毎年吃五万多公斤救済粗到毎年向国家交五万多公

斤定的粗的典型経睦月麦大家.(97-17-39)

考え方を変え頭を切り換えるのは決して容易なことではなく,決心

と手腕が要求されるOこのため,区委員会のメンバーは手分けして郷

村に深く入り込み,幹部と膝を交えて話 し合い,照京郷が三年の苦闘

の末, ｢十の飯｣から ｢十の有｣に転換し,毎年五万キログラム余り

の救済食程を食べていた状況から毎年国家に対して五万キログラム余

りの食糧を供出するようになった典型的な経験を利用して,人々を啓

発 した｡

"十元" (十の無)とは, ｢学校がない,電灯がない,道路がない,ラジ

オ放送がない｣などを指し, `̀十有''はそれらがある状態を指す｡ただし,

残りの六つについては.具体的に示されていないため不明｡また,本節第
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七項で述べた広西壮族自治区上林県不孤村の "十元"とは内容が異なる｡

5.2.12.商丘県張荘村の村民理事会

(1) "三先" (三つの無)

河南省商丘県毛題郷張荘村では,十戸毎に一人の代表を選び,理事会を

構成 し,一人っ子政策.住宅地建設,冠婚葬祭,防犯などの問題について

責任をもって処理 している｡全国的に問題となっている農民負担について

ち,村の党委月会が先に村民理事会に謀った上で個々の農民に通知するの

で.この村では問題が発生 していないo (李海甫 ･曹紅旗[1997]p.39)

由干群余的取扱参与,張庄的多項工作部在全多的前面.目前巳慈鎮

五年寺得全き夏娘収賄第-名.達壊五年被多里浮力元僧坊､天城斗､

充案件的 "三先"村.(97-12-39)

人々の積極的な参加があるので,張荘村の多 くの工作は郷全体の先

進的な位置にある｡目下すでに連続五年郷全体で夏収穫穀物の国家亮

り渡 しが第一位であり,連続五年郷政府から.苦情の投書がなく,武

器を用いた闘争がな く.犯罪事件がない ｢三つの無｣の村として選ば

れている｡

那須[1991]には,六種類の "三先"の用法か示されているが,いずれも張

荘村の場合とは内容が異なる｡

5.2.13.望城県黄金郷の無公専農業

(1) "三伯" (三つの心配)

湖南省望城県では,一九八六年から試験的に `̀充公事大米" (無公書米)

の生産に取 り組み,八八年から栽培面積拡大を推進 し,現在では全国的に

有名な無公書米の産地となったが,当初はこの試みに対する農民の不信感

は大きかった｡ (劉小洞[1996]p.36)

一九八八年, "元公害水稲"牙始了大面税的推｢,可黄金多的衣民

対迭新京西不太借任.据黄金衣技姑姑長楊松云軌 剛牙始衣民有麟虚,
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主要有三伯 :伯城戸,伯不能把虫打死,伯戸了粗食役人要.

(96-19-36)

一九八八年に,｢無公書水稲｣の栽培面積拡大を開始 したが,黄金

郷の農民はこの新 しいモノを余り信用 しなかった｡黄金郷農業技術セ

ンターの楊松雲センター長が語るところによれば,当初農民が憂慮 し

ていたのは ｢三つの心配｣であったQすなわち,減産を心配する,虫

を駆除できないことを心配する.食糧を生産 しても買い手がないこと

を心配する｡

(2) "五定一 (五つの決定)

農業技術センターの努力が実り,無公曹米の栽培面積は望城県全域に広が

り,十万畝となり.さらに他の地域へも広がりつつある｡ちなみに,黄金

郷の無公賓米の重金属含有量は-キログラム当たり0.- ミリグラムであ

る｡郷では無公書米の加工工場を建設 し,年八百～一千万 トンを加工 して

いる｡

加工｢与各村査定収賄合同,実行定面軟､定晶秤､定収絢量､定栃

准庚量､定扮格的 "五定"亦法,同吋升展提供神子､生資､技木的一

条克服勢.(96-19-37)

加工工場は各村と購入契約を締結 し,面積を決定 し,品種を決定 し,

購入量を決定 し,標準的な質を決定 し,価格を決定する ｢五つの決定｣

方法を実行 し,同時に種子,生産資金,技術を提供するという一連の

サービスを展開している｡

5.2.14.大石橋市の郷鎮企業改革

(1)① "三十不管" (三つの ｢～であろうと｣)

② "三十只要" (三つの ｢～でありさえすれば｣)

遼寧省大石橋市では,中央の "拡大放小" (大型国有企業には力を入れ,

小型国有企業は手放す)という政策を受けて,一九九五年一月から本格的

に小弟模郷鏡企業の所有権と経営権を農民に譲渡 したO同年末には同市の
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二百二の郷鏡企業の制度改革を完成 し,市が回収 した資金は合計一億五千

万元に上った｡一九九五年には,同市の郷鎮企業は,前年比四十四%増の

八十二億元の生産高を記録 し,七億元の税収を実現 した｡赤字企業であっ

た二十社も全て黒字に転 じた｡ (停興宇 ･馬維秋[1996]pp.49-50)

干部群余対多額企地改革概括了三十 "不管"､三十 "只要" ;不管

忠ゑ改,只要大秋的財戸別損失就行 ;不管想え特,只要多拝観就行 ;

不管企地旧姓,只要多交税就行.(96122150)

幹部と大衆は郷鎮企業改革に対 して,三つの ｢であろうと｣と三つ

の ｢でありさえすれば｣で概括 している｡すなわち,どのような改革

がなされようと,みなの財産に損失を与えさえ しなければ構わない ;

どのような転換が行われようと,たくさんカネが稼げさえすれば構わ

ない ;企業が誰のものになろうと,たくさん税金を納めさえすれば構

わない｡

5.3.省政府の農業改革

5.3.1.河南省の食樺貯蔵方法改革

(1) d爾代-秩" (二つの代行と一つの交換)

中国では,農村に備蓄される食糧の損失率が八%から十%に上り,毎年

数百億斤の食棒が虫.ネズ ミ.かびに食われてしまう｡一九九三年以来,

河南省の食糧部門は科学的な食糧備蓄 ･加工の新方法を開拓 し.社会の注

目を集めている｡ (丁声俊 ･徐明徳[1996]p.34)

所謂 "爾代一枚",就是粗食部ll利用食備和加工没施,技木力量和

服穿開点力衣民代備粗 (油)､代加工税 (油)､進行品仲兄換等比各

的簡称.(96-14-34)

いわゆる ｢二つの代行と一つの交換｣とは,食糧部門が貯蔵および

加工施設,技術力とサービス ･ネットワークをを利用 して,農民のた

めに穀物や油の貯蔵を代行 したり,穀物や油の加工を代行 したり,物

々交換などの業務を行うことの略称である｡
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(2) "-約一蛸" (一つ購入 し一つ販売する)

穀物の預かり.取り出しは随時自由にでき.また預けた穀物を加工品にし

てもらい受け取ることもできる｡

牙展 "爾代一換",促便粗食部｢1把 "-賄-蛸一的単一功能♯蛮力

綜合化服各的多功能.大批娘管所牙始仇辻去以収賄､保管粗食力主的

単一化功能,鞍変成集収賄､備存､加工､見換､甚至弄症等多功能妹

合服穿机杓,有的甚至迂組幼了食糖､畑酒､食盆､替油､生醇等日常

生活用晶,衣民進行見換.(96-14-35)

｢二つの代行と一つの交換｣は,食栓部門の ｢一つ購入し一つ販売

する｣という単一機能を総合サービスの多機能に変えた｡多くの食糧

管理所は,過去の食糧購入 ･貯蔵を主とする単一機能から,購入.貯

蔵,加工,交換,さらには養殖などの多機能を有する総合サービス機

能へと転換し,なかには砂糖.タバコ,宿,食塩,醤油,酢などの日

用品を揃えて,農民に交換 してやっているところさえある｡

(3) "四有*lr (四つの有利)

ただし,次の例文は原文から要点部分のみを抜き出したものである｡

在河南, "爾代-秩"正量示出 "四有利" :一利帯的娘食資源.二

利増加衣民収入.三利衣村備根各荒.四利友展衣村加工地.

(96-14-34･35)

河南省では,｢二つの代行と一つの交換｣には ｢四つの有利｣があ

ることがはっきり示されている｡すなわち,第-に,食糧資源の節約

に利がある｡第二に,農民の収入増に利がある｡第三に,農村の飢償

対策としての食糧備蓄に利がある｡第四に,農村の加工業の発展に利

がある.

ちなみに,河南省農村での農民個人の食糧備蓄における択失率は年平均六

%以上である (丁 ･徐[1996]p.34)0
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5.3.2.遼寧省の農業改革

農業の専門家であり,遼寧省党常任委員 ･副省長の徐文才は,農業の産

業化こそが農村発展の道であると考えているO産業化を行うために遵守 し

なければならない原則として,①市場導入原則,②集約経営原則,③科学

技術依拠原則,④資源永続利用原則を挙げている｡ (徐文才[1996]pp.26-

27)0

次に取 り上げる三つの例文は,①②③の原則について述べた内容の一部

である｡

(1) "三十摘清楚" (三つの明らかにすること)

通俗地温.在迭拝戸此化項 目之前,就庄当有三十 "摘清楚" :一足

摘清楚生戸的京西能不能乗出去 ;二足摘清楚能不能兵十好伊銭 ;三足

指清楚堆在振傭寛争迭十市場.人家生戸的束西伏劣如何 ?(96-16-26)

一般的に言えば,産業化の項目を選択する前に,三つの ｢明らかに

すること｣がなけねばならないoすなわち.第-に,生産 した物が売

れるかどうか明らかにする ;第二に,良い価格で売れるかどうか明ら

かにする ;第三に,誰があなたとその市場で競争 しているのか,他者

の生産 した物の優劣はどうであるか,を明らかにする｡

(2) d五率一度" (五つの比率と一つの度合い)

最近我到下面調査,反麦扱基居的同志強調 "五率一度"的現点,就

是摘戸地化必須扱高資金回根率､加工増低率､寺地化多､相､戸葎蓋

率､商品率､市場占有率和外向倣存度.(96-16-26)

最近私は現場-出向き調査をし,末端の同志に ｢五つの比率と一つ

の度合い｣の観点を繰 り返 し強調 した｡すなわち,産業化を実施する

ためには,資金回収率,加工付加価値率,専業化された郷 ･村 ･家庭

の占める率,商品比率,市場専有率および外部依存度を高めなければ

ならない｡

(3) "三加" (三つの加えること)

金額的 "三加"模式,即堵上加膜摘大棚菜,圏上加膜摘暖棚伺券.

- 47一



270

攻上加膜 (国桂)摘河蟹牙嵐 也是在倍銃神葬方式基地上加速了棚膜

覆蓋技木,所以オ摘成敗益鼻音的JL十大戸出.(96-16-27)

盤錦市の ｢三つの加える｣方式は.すなわち,囲いの上にビニール

シー トをかけて野菜の温室栽培を行い,家畜小屋にビニールシー トを

かぶせて温室飼育を行い,畦にビニールシー トをかけて (周 りを囲い)

川蟹の養殖を行うことであるれ 伝統的な栽培.飼育方式の基礎の上

にビニールシー トで覆う技術を加味することによって,効果と利益が

顕著な.いくつかの大産業を打ち立てている｡

(4) "四十載体〝 (四つの担い手)

また,農業の産業化を実現するための有効な道筋について,徐副省長は

次のように語っている｡

徐文オ副省長玖丸 久各地成功的典型鐘独看,主要是培育 "四十載

体".建立寺地化商品基地,堵育生戸載体.････.･孤好尤共企地,培育

加工載体.--完尊市場体系,堵育蛸嘗載体.---強化姐幼功能,培

育服各載体.(96-16-27)

徐文才副省長は,各地の成功した典型的な経験からみて.大切なこ

とは ｢四つの担い手｣を育成することである,と考えている｡専業化

した商品基地を建設 し,生産の担い手を育成する｡--先導的な企業

をきちんと把握 し,加工の担い手を育成する0--市場の体系化をう

まく行い,販売の担い手を育成する0---組織の機能を強化 し,サー

ビスの担い手を育成する｡

市場の体系化とは,具体的には,生産現場の農村の各地で市場を興 したり,

都市へ農民の直販部隊を送 り込んだりして,販売網作 りをすること｡

5.3.3.新彊の植林事業

(1) "四美" (四つの関門)

新彊ウィグル自治区の山間地域は重要な木材生産基地であり,過去四十

年間に四千万立米の材木を提供 してきたが,大量の消費により森林資源は
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ひどく破壊されてしまった｡森林資源の減少に伴い森林の保水力が低下 し

たため.一九九六年には新藤で大洪水が発生 し.二百万人が被書を受け,

十億元の経済的披矢を被った｡新羅農業大学の藩存徳教授によれば,森林

の保水能力は荒れ地の首倍以上である｡山間地区の林業場の従業員たちは

斧を鍬に持ち換え.毎年三万畝の植林を行っているが,これは平野部の年

間植林面積の一割にも満たない.また,この四十年余 りで山間地域の人口

および家畜がともに十倍近 く増えたことにより,森林の維持が非常に困難

となっている｡植林に対する末端政府や住民の理解を得るのも一苦労であ

る｡ (武彩覆 ･デ筑光[1997]pp.38-40)

一位林壊琢長告訴妃者,落莫一片造林基地至少要迂 "四美" : "鼻

長美【 `̀多長美" "村長美"秤 "牧民美",邸-美香没焼到,樹就秤

不成.(97-10-40)

ある林業場の場長が記者に語った｡植林基地作 りを実現するには少

なくとも ｢四つの関門｣を通過 しなければならない｡すなわち, ｢県

長の関門｣ ｢郷長の関門｣ ｢村長の関門｣それに ｢牧畜民の関門｣で,

どの関門であろうとご機嫌を損なうようなことをすれば,植林はでき

ない｡

【付記】参考文献は論文末尾に-指 して掲載する.
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Chinese Society Today

Observed through Abbreviations with Numerals (II)

MasumiOka

My study on abbreviations with numerals consists of three parts.

This is the second part of it. Many abbreviations with numerals have been

used as political slogans by the Chinese Communist Party. I try to clarify,

by analyzing those abbreviations, the phases of Chinese society tdoay.

I classified abbreviations with numerals in terms of the themes such

as the Party's basic policy, state enterprises, agriculture, etc. In the

previous part of my study, I introduced those abbreviations which reflect

CD the Party's basic strategy on its "open policy" and @ essential policies

on state enterprises by the Party.

In this second part of my study, I deal with those which belong to CD
reforms by state enterprises and by local governments, @ fundamental

policies on agriculture and farming areas by the Party, and ® reforms of

farming villages by local governments.

In this study it is revealed that a greater part of abbreviations have

something to do with either state enterprises or agriculture.

This shows they are the two biggest problems that today's China

faces.
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