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はじめに
ｉ

研究の背景と目的
中国西部において、2000年から「西部大開発」プロジェクトが発足した。中国各地、特に

西部地域と名づけられた地域において、多目的に開発が行われ、一定の成果を収めることが
できた。しかし、計画性が欠如した開発が行われた多くの地域においては、経済成長の望み
が絶たれ、環境、生態が破壊され、人々が貧困に陥ってしまった。
この被害を最も受けたのは、内モンゴル自治区 （以下内モンゴルと略す）において代々
1

牧畜業を営んできた遊牧民（定住したものもいる）たちである。中国政府によって内モンゴ
ルへと移民してきた漢民族が場当たり的に草原を開墾し、農耕を大々的に行った。また、市
場経済システムと生産請負制度の導入によって牧畜民も収入を求めて、家畜を増やしていっ
た。結果、決して農耕に適さない内モンゴル地域において砂漠化が空前に深刻化し、次第に
数多くの貧困者が生まれた。
破壊された地域、自然の回復と貧困緩和を目的にした「生態移民」政策が内モンゴルにお
2

いて、
「西部大開発」の一環として実施された。したがって、多くの牧畜民が地元を離れ、
都市部の近くの移民村へと移住させられた。「生態移民」政策によって移住した牧畜民は、
移住先において、土地、資金、技術などにより牧畜業、農業、酪農ができなくなり、また、
副業においても非常に危険の伴う仕事にしか就けずに日々の生活困難を拡大させている。
本研究は、このような住民とりわけ牧畜業しかできない牧畜民が貧困に陥っている原因を
明らかにし、それらの住民の生活に資する社会政策、福祉政策、あるいは支援政策の一助を
得ることを目的にしている。
ⅱ

研究方法
先行研究レビューと生態移民に対しての訪問アンケート調査を実施した。先行文献は日本
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語、モンゴル語、中国語で書かれたもので、レビューを通して、本論に必要な問題意識を設
定した。先行文献には、
「生態移民」政策に関する近年の研究と同政策に関する政府や行政
の通達、分件、法規条例；中国の社会保障制度に関する文献；社会的包摂／排除を理論的に
考察した文献などが含まれる。
アンケート調査は移民村Mに対して行ったもので、アンケートの回収率を上げるために訪
問調査を実施した。
１

内モンゴル自治区における貧困と貧困農民施策の概況

１−１

内モンゴルにおける貧困と貧民の生活動向

1980年代の中国において、
「市場経済」・「改革解放」・「生産請負制度」・「先富論」がスロ
ーガンされ始めた時期を皮切りに、格差の広がりは更なる激しさを増し、次第に多くの貧困
者を生み出した。内モンゴル地域、とりわけ農村牧区 においてその格差の広がり及び貧困
3

の蔓延は以下のプロセスを経たと思われる。
まずは、大量の漢民族の内モンゴルへの流入による開墾と草原の破壊。中華人民共和国が
成立して以来、政府、政策による移民（例えば、毛沢東や共産党中央が掲げた「辺境を切り
開き、辺境を守る」スローガンなど）と漢民族の任意的な移動によって、僅か50年で内モン
ゴルの人口は４から５倍に増えた。
元々、農業を経営し、生計を立てていた漢民族が内モンゴルにおいても場当たり的に草原
を開墾し、燃料として木を使い、大量に森林伐採を行っていった。また、気候の関係で漢民
族たちは内モンゴル草原においてほとんど焼き畑を経営し、何年間経ってその土地で収穫が
あまり出来なくなるとその土地を廃棄し、別の場所へ移り同じ行動を繰り返していった。そ
の行為が草原の砂漠化をさらに加速させ、次第に先住民である牧民たちの生活場所である草
原を食い狭めていった。
次は、
「生産請負制度」及び漢民族の流入による牧民の定住化と家畜数の増大。実は、つ
い最近まで、内モンゴル大草原では牧民たちが遊牧式牧畜業を営み、草原の保護と回復を図
っていた。
ところが、漢民族による草原開墾と森林伐採によって、自由自在に移動し、遊牧生活を送っ
てきた牧民の遊牧できる草原が減り、それに人口の爆発的増大もあり、次第に牧民たちは遊
牧ができなくなり、ついに定住生活を余儀なくされるようになった。
また、大幅に減少してしまった草原で「生産請負制度」の波に乗った牧民たちが収入を求
めて大量に家畜を飼うようになり、草原に更なる圧力をかけていった。よって、既に狭まっ
てしまった草原の許容量以上に家畜が増え「過放牧」状態が生まれた。つまり、放牧できる
草原が家畜の増大に追いつかないほどに減ってしまったと言う状態である。
このような二つの段階を経て、草原が予想以上に砂漠化し、人々が生活場を失い、また、
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黄砂、洪水、乾燥、酸雨など自然災害も毎年発生し、跡を断たなくなった。そして悪循環が
発生し、土地が荒域し、家畜も大量に被害にあった。
たくさんの研究や統計データでは、内モンゴルにおいて、貧困者の数は減っているといわ
れているが、2006年末の国家統計局の報告では内モンゴル農村牧区において絶対的貧困者は
79万人で、低所得者は29万人が存在し、合計108万人の人々が不安定な生活状況にいるとさ
れている。その貧困農民は以下のような特徴を持っている。
ａ、世帯規模が大きく、家族負担が重い。ｂ、貧困者と低所得者の平均収入がそれぞれ
266.3元と813.2元で、全自治区のそれの８%と24.3%に過ぎない。ｃ、生活水準が低下してい
る。ｄ、社会保障、社会福利などの恩恵をほとんど受けていない。
この貧困状況から人々を脱却させるために内モンゴルにおいても大規模の扶助活動が行わ
れるようになった。1978年共産党第11回党大会第３回中央総会開催以降は、各地において、
科学技術による貧困脱出、教育による貧困脱出、小学校を支援するプロジェクトなど事業が
盛んに行われ、一定の成果を収めた。それも「共産党政権を支える人口８割の農民を無視す
ることができなかったからである」（石田浩

2003）だろう。

また、農村地域において、新たな革命が必要と認識するものさえ急速に増え、それが「農
民の社会的地位の全般的な向上、二重戸籍 の解消、農村住民の移住の自由と職業選択自由
4

の保障、農村住民の所得保障、農村住民全員を適用対象とする社会保障制度の構築」（王文
亮

2004）などを要求していた。
1998年10月に中国共産党第15回党大会第３回中央総会が開かれ、それからいわゆる「三農

問題」
（農村問題、農業問題、農民問題）が盛んに言われるようになった。また、前世紀の
90年代後半に相次いだ、アジア金融危機、自然災害などの要因からスタートした「西部大開
発」プロジェクトが以下の５つの政策を柱としている：ａ、生態環境の改善と整備、ｂ、イ
ンフラ建設、ｃ、産業構造の調整と合理化、ｄ、改革開放の促進と拡大、ｅ、科学技術と教
育の発展である。第10次五か年計画において具体化された同プロジェクトが以下の地域を対
象に実施された：四川省、重慶市、貴州省、雲南省、陝西省、甘粛省、青海省、内モンゴル
自治区、チベット自治区、新疆ウイグル自治区、寧夏回族自治区、広西チワン族自治区など
12の地方自治体である。
同プロジェクトの一貫として、内モンゴルにおいて「生態移民」政策が策定され、実施さ
れたが、目的は破壊された環境の改善と人々の貧困脱出だった。また、傍らに、内モンゴル
において、社会保障・最低生活保障も議論されるようになった。つまり、内モンゴルの農村
牧区において、最低生活保障制度が発足したことである。2006年から、内モンゴルの農村牧
区において、最低生活保障が機能し始め、40万人がその恩恵を受けた
しかし、全自治区に100万以上の貧困者が存在し、その内３分の１のものしか最低生活保
障を受けられず、また、１人１日１元という基準の金額は生活費に全く足らず、最低生活保
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障はただ形だけのものになっているところもしばしば問題視されている。内モンゴル自治区
も広いため、地域による受給者のばらつきも非常に目立っている。
１−２

内モンゴルにおける「生態移民」政策の概要

2001年に内モンゴル自治区政府が「生態移民及び開発移民試行プロジェクト実施に関する
意見」
（
「

于实施生态移民和异地扶贫移民年试点工程的意见」）を公表し執行したのを機に、

内モンゴル全地域において、
「生態移民」政策が全面的に実施され始めた。第10次五か年計
画期間中に、全自治区において65万人を移民させることを計画しており、そのうち牧畜地域
の人口は28.3万人である。
第一期の2001年˜2003年の期間中に40万人を、第二期の2004年〜2006年の期間中に25万人
を移民させ、資金としては一億元以上も投資する見込だ。
同政策を実施するにあたって以下のことを厳守する、それを略して「三つの原則と六つの
結合」とよんでいる。
三つの原則：ａ、政策的に誘導することと住民の任意に基づくのを維持する原則。ｂ、住
民の移住の自由と多様性を重視し、効率性を考慮する原則。ｃ、規則に従って合理的かつ積
極的、また安定した措置を行い、最近地に配置する原則。
六つの結合：ａ、移民政策は産業構成の調整と結合すること。ｂ、移民政策は市町村の合
併と中小都市建設と結合すること。ｃ、移民政策は「五通」のインフラ建設と結合するこ
と。ｄ、移民政策は社会事業基礎建設と結合すること。ｅ、移民政策は小康（豊か）住居プ
ロジェクトと結合すること。ｆ、移民政策は生態建設と結合すること。
２

内モンゴル自治区における「生態移民」政策の展開過程

２−１

中国政府による内モンゴルへの農民移住政策実施の背景と過程

「移民大国」である中国においては、古く昔から移民政策が実施されていて、その歴史は
2000年あまりをさかのぼる。その詳細内容は六冊からなる「中国移民史」にて書かれている
が、本論においては、主に、中華人民共和国が成立以降の移民政策について言及する。
中華人民共和国が1949年10月１日に成立して以来、祖国建設、辺境開発などの必要から、
大量の漢民族農民をいわゆる辺境地域へと計画的かつ組織的に移動させた。また、人民解放
軍の退役軍人や全国各地の都市、農村の青年（知識のある青年）たちを新疆、内モンゴル自
治区などの地域に派遣し、
「下郷」
（田舎に根ざし、田舎の仕事に手伝う）させた。
これとまた別に自然災害、雇用関係などの理由で、内モンゴル自治区にも数多くの漢民族
が押し寄せ、人口圧をさらに一段と圧迫した。その結果「内モンゴル自治区の人口は1930年
代の400万人から1964年の1239万人、1982年の1927万人と４倍以上に増加した。」（シンジル
ト

2005）
むろん、これら移動してきた漢民族農民たちは内モンゴルにおいて、農業を営み、大量の
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草原を開墾した。この行為が遊牧生業・生活様式を取っていたモンゴル民族の生活形態に多
大なる影響と圧力をもたらした。つまり、草原開墾と漢民族の大衆定住により草原が縮まり、
砂漠化し、ひどいときは人間と環境（自然）の調和関係が乱されていた。
内モンゴル地域に漢民族移民が増加したもう一つの原因として、当時の中国政府の内モン
ゴル地域の分割政策が挙げられるだろう。モンゴル民族の団結阻止と勢力分散を狙い中国政
府は内モンゴルのいくつかの地域を分割し内モンゴル自治区周辺のいくつかの省に分配した。
それは、東北と北のドゥルベットを黒龍省に、ゴルロスを吉林省に、モンゴルジン、カラチ
ン、ジョーオドを遼寧省に、西のアラシャンを寧夏と甘粛省に、オルドス南部を陝西省に、
シャハルを河北省にそれぞれ配分した。これにより、漢民族も一気に流れ込み、そして盲目
的に農業を繰り返していったと考えられる。
２−２ 「生態移民」政策の成立と実施の過程
このような貧困の拡大や環境の破壊があまりに目立った内モンゴル自治区においてやがて
この二つの現象を緩和する目的で「生態移民」政策が策定され、実施されることになるので
ある。全内モンゴル地域において、人間が生活できそうもない多数の地域が現れ、その地域
の住民を他地域に移動せざるを得なくなったからである。
中国の他地域においては「生態移民」政策が1980年代から行われていたし、「生態移民」
にも様々は移民がいた。例えば、「大河の源流地域を守るための「生態移民」、砂嵐の発生を
防止するための「生態移民」
、水災害を防ぐための「生態移民」、水力施設建設のための「生
態移民」
、貧困も問題を解決するための「生態移民」、希少な野生動植物や観光名所を保護す
るための「生態移民」
」などなどである。（シンジルト

2005）

内モンゴルにおいて展開されている「生態移民」はむしろ貧困問題解決の性格が強いかも
しれない。1990年代後半から、内モンゴル自治区において、既に貧困脱出を目的に移民政策
が検討されていた。実は、内モンゴル自治区政府による組織的、計画的かつ大規模の救貧を
目的にした動きは1998年から始まっていた。
1998年７月22日に、自治区政府が「自治区移民による救貧・開発実施に関する意見」
（
「自
治区移民扶贫开发实施意见」
）を起草し、実地調査グループを組み、自治区全地域に派遣し
た。とりわけ、土地質の劣悪、水源の希少な地域を重点的に調査した結果、まずは、バヤン
ノールアイマクとオランシャブアイマクにて、試行的な移民を行うことを決定し、実行し
た。それから、移住運動が全自治区へと広がり、2001年になると本格的かつ大規模な「生態
移民」政策が発足することになる。
2001年から全自治区の11アイマグ・市の22ホショー・シェンにおいて「生態移民」政策が
実施された。また、同移住活動が年々勢いを増し、2005年になると、救貧移住のための「生
態移民」政策を実施した地域は80と規模を拡大した。ちなみに、政府の調査報告によると移
民した住民60万人のうち49.3万人が貧困者であり、なんと貧困者が82%を占めている。
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だが、移住は、住民の自己意思、任意に任せると言いながら、ほとんどの住民を強制的に
移動させたのは事実である。それに、自治区政府が移住に伴う住宅建設補助金、家畜小屋建
設補助金、移住補助金、生活安定費及び移住後の適量の農地や果実畑の土地などを住民に提
供する約束をしている。地区の条件、状況によって多少異なるところがあるが、基本的に一
世帯を４人と想定し、１人当たりに5000元を、一世帯に20000元を給付することを法律で定
めている。また、世帯人数が多く、４人を超える場合、５人目から１人当たり2000元を補給
ことになっている。これに、住宅建設補助金、家畜小屋建設補助金、移住補助金、生活安定
費などが含まれている。
そして、同「生態移民」政策が実施されることによって、住民が貧困から脱出し、また生
態環境が保護され、回復したか、あるいは逆効果が現れたかを次章にて検討する。
３

内モンゴル自治区における「生態移民」政策実施の現状

３−１

内モンゴルにおける農民移住政策の現状

中国農村部における貧困対策において、移住は主たる役割を担っている。とりわけ、内モ
ンゴルにおいて、移住政策は、労働力訓練、産業化救貧と合わさって重要な役割を果たして
いるし、これからの救貧方針にもなっているといえよう。
これは内モンゴルにおいて、絶対的貧困者のほとんどは砂漠地域、辺境地域、地方病多発
地域、水資源の乏しい地域などに集中しているとされているからだろう。このような地域に
おいて、現地救済を行うのは、巨大な資金を消耗し、また貧困から脱出できる可能性が非常
に低いと判断されたから、内モンゴルでは移民救済運動が大々的に行われるようになった。
それを政府は「移民開発型救貧」と呼んでいる。
自治区政府は、移民開発型救貧が内モンゴル地域において実施されるのに、以下の可能性
があるとしている。
ａ、内モンゴル自治区の面積が広く、草原、森林、水源が豊富で、人口密度が低く人口移
動は比較的に行いやすい。
ｂ、国は西部大開発の重点は生態環境と基礎インフラ建設と定めており、それが我が自治
区の実情に合っている。
ｃ、将来的に我が自治区の農牧業は資源的に良好な環境を持っている。
ｄ、開発移民を行うために、国から充分な資金保証を受給できる。
ｅ、自治区政府が試行した「生態移民及び開発移民試行プロジェクト実施に関する意見」
が自治区の移民事業に政策的な保障を提供した。
自治区政府の報告によると、以上の発想に基づいて自治区は1998年から実施し始めた開発
移民プロジェクトが大きな成果を収めることができ、2000年までに20741人を移動させるこ
とに成功した。また2000年からウランチャブ・アイマグ（乌

― 126 ―

察布盟）とウランハダ市（赤

中国・内モンゴル自治区における貧困と貧困農民施策に関する研究

峰市）の８つのホショー・シェン（旗・县）に開発移民を試行し、7000人の貧民を移住させ
た。よって、転出地の人口圧を軽減し、生態・環境を保護、回復することができた。また、
中小都市に人口を集中させ、彼らの生活質が向上することに貢献したばかりか、第二、第三
産業の発展も促し、十分な労働力を提供した。経済成長を促進し、同時に農牧業の経営方式
を改善し、農牧民の現金収入を増加させたとしている。
しかし、内モンゴル自治区に現在、421.12万人のモンゴル人が生活をしており、そのうち
のほとんどが農牧区にて、農業や牧畜業に携わっているし、貧困者も数多く存在している。
全自治区に33の牧区（ホショー）と19の半農半牧区（ホショー・シェン）が散布し、牧畜業
に関わっている人が暮らすホショー・シェンは、全101ホショー・シェンの51.5%を占めてい
る。また、101ホショー・シェンのうち、31と29のホショー・シェンをそれぞれ国レベルの
重点開発救貧地区と自治区レベル重点開発救貧地区に決定している。また、ほとんどの開発
救貧地区の住民は牧畜及び半農半牧畜業を営んでおり、モンゴル人が多数を占め、牧畜業を
経営している人たちの収入は明らかに農業を経営している人たちより低い。
牧民の収入低下原因としては政府が、ａ、牧区の基礎インフラ建設の停滞と欠如ｂ、牧民
が環境の悪化した地域で生業を営み、根本的に貧困脱出はできていないｃ、医療・衛生環境
の欠如ｄ、遅れた考え方と生産方式・システムなどが挙げられている。また、貧困緩和方法
としては、ａ、牧区の救貧活動を重視するｂ、緩和政策を実施するｃ、地域の特徴に合った
企業や産業を興すことを奨励するｄ、牧民の全体的な素質を向上させるｅ、インフラ設備を
確実に整備するなどを提示しているが具的にどのようにして、牧民の生活を援助し、あるい
は、貧困から脱出されるかという方法や展望が見当たらないので、これはただの机上の空論
に過ぎないと言っても過言ではないだろう。
３−２ 「生態移民」としてのモンゴル人の生活の現状
内モンゴル自治区において、移住政策、「生態移民」政策が実施されてから、その政策の
恩恵を受けたものがいれば、そうでもないものもいる。「通常、牧民の経営能力や家族構成、
牧地の環境などには大きな個体性がある。そのために移住によって失うものが大きい農家も
いれば、そうでない農家もいる。」（鬼木

俊次・根鎖

2005）。従って、同政策についての

評価は賛否両論が存在している。「現在中国における「生態移民」研究において研究者のほ
とんどが「生態移民」という方針に賛成する態度を示したり、それを行う必要性を唱えたり、
それを成功させるために知恵を絞ったりするような傾向をみせる。賛成一色であるが、その
細部における違いもみられる。それはいわゆる積極派と慎重派と称すべき違いである。
」
（シ
ンジルト

2005）
。

積極派の研究者たちは、
「生態移民」を大々的に行うべく、それが住民の生活を根本的に
改善できるとしている。それに対して、慎重派は内モンゴル地域、とりわけ牧畜業を営んで
いるモンゴル民族が多く居住する地域において「生態移民」政策を実施し、人々を強制的に
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移動させるのは危険だと警鐘を鳴らしている。
今までの諸研究を踏まえた上で、
「生態移民」政策を実施する過程で起きている問題を以
下のようにまとまることができる。
ａ、移民が都市部の郊外に移ることによって、都市部の人口密度が高まり、町周辺の自然
も破壊される。
ｂ、人口増加による地下水資源の過剰利用現象である。
ｃ、移住や生業に伴う、住民の生活スタイルの変化である。
このような問題点が多発しているにも関わらず、内モンゴル全土において、今でも「生態
移民」政策が実施され、たくさんの牧民は故郷を離れることを余儀なくされている。
また、このような新しい生活問題を抱える移民たちの生活困難を克服させるために、研究
者たちは収入確保、農業・酪農経営に関する技術の伝授、良質の畑の供与、充分な補助金の
保障などを主とした生活問題解決方法を提案している。
４

内モンゴル自治区における「生態移民」の実態
─移民村Ｍにおける住民生活実態調査を通して─

４−１

調査概要

４−１−１

調査目的：本調査においては、移民たちの生活実態を調べることによって、

彼らが本当に貧困脱出できたかどうかを知り、もし貧困脱出できていなければ、その貧困に
陥っているメカニズムを明らかにすることを目的にしている。
４−１−２

調査方法と対象：移民村Ｍにて、モンゴル人100世帯主に限って無作為抽出

調査を行った。母集団は移民村Ｍの120世帯である。
４−１−３

調査日時と過程：調査は2007年８月24日〜2007年８月31 までの一週間で行

った。
まず、聞き取り調査で把握した生態移民の状況を分析し、その結果に基づいて、量的調査
（アンケート調査）の質問項目を設定した。アンケートは概ね「移動前の状況」、「移動後の
状況」
、
「現在の生活状況」
、
「属性」の四つのカテゴリーと52の質問項目からなる。
次に、日本語の質問項目をモンゴル語に翻訳し、それを移民村Ｍに持って行き、調査を実
施した。調査は一軒ずつ訪問して行ったが、それは回収率をアップすることと確かな回答を
得るための努力だった。
４−２

調査結果

調査は100人のモンゴル人世帯主に対して行なったが、回収率は98%だった。分析はSPSS
14.0 J for Windowsを用い、単純集計とクロス集計を行った。また、アンケートを回答した
98人中男性が80名で81.6%を占め、女性は18名で18.4%を占めている。またそれの内訳は以下
の通りである。女性の18名は全員妻で、男性の80名はそれぞれ主人の親が11名、主人が68
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名、子とも１名になっている。
分析の結果、牧畜民が移民村に移住してから、多くの住民の生活の質が向上するどころ
か、逆に低下し、したがって、住民たちが現在の生活に満足していないことが明らかになっ
た。また、大半の住民が移住してから生活が移住前より悪くなったと認識しており、できる
だけ地元に戻りたがっていることも分かった。その具体的な数値は以下の通りである。
現在の生活に満足していない世帯は78.6%、生活の質が移住前より悪くなったと思ってい
る世帯は68.4%、地元に戻りたい世帯は80.6%である。以上の結果を受けて、以下のことが言
えよう。
４−３

調査結果の考察

４−３−１

移住による生活の質の低下

生活の質の低下を移住前の諸状況とのクロス集計で検証したいと思う。
図４−３−１−①

移住前後生活の質の比較

6％ 2％
24％

68％

悪くなった
変わらない
良くなった
分からない

移住後生活質が前より悪くなったという実態が明らかになった。６割以上の世帯は生活質
が前より悪くなったと認識しており、良くなったとしている世帯は１割も満たない。変わら
ないと思っている世帯は２割ちょっとである。牧民たちが貧困脱出、裕福な生活を送ること
を夢見て移住したにもかかわらず、逆に生活が苦しくなってしまった。
生活質の低下原因として多様なことが考えられるが、以下、生活質の低下が移住前の諸状
況とどのように関連しているかを「移住前後生活質比較」と「移住前職業」、「移住前家畜種
類合計」のクロス集計を通して見てみよう。
移住する前の職業を「牧畜」
、
「半牧半農」、「農業」、「その他」の4つの選択肢を立ててア
ンケートしたが、返ってきた回答は「牧畜」と「半牧半農」のみだった。つまり、移住する
前に、全世帯が牧畜業に携わっていたし、６割以上の世帯は純牧畜業を営んでいた。したが
って、純農業やその他仕事で生計を立てていた世帯はなかったことになる。
その牧畜業や半牧半農業に従事していた世帯が移住後、生活がどのように変わったかを見
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表４−３−１−
（１） 移住前の職業と移住前後生活の質の比較のクロス表
移

住

前

後

生

活

質

比

較

合計

移住前の職業

悪くなった 変わらない 良くなった 分からない
牧畜
半牧半農

度数
移住前の職業%
度数

合計

移住前の職業の%

度数
移住前の職業の%

47

15

1

1

64

73.4

23.4

1.6

1.6

100

20

8

5

1

34

58.5

23.5

14.7

2.9

100

67

23

６

２

98

68.4

23.5

6.1

2.0

100

てみると、割合的には、生活質が移住後悪くなったと認識している世帯は多かった、その内、
純牧畜業を営んでいた世帯は半牧半農世帯よりも圧倒的に多かった。また、両種類の世帯の
同じ割合のものは生活質が変わっていないと認識している。ということは、少なくとも移住
前に牧畜業に従事していた96.8%を占める世帯と、半牧半農世帯の82.3%を占める世帯は移住
後生活質が悪くなったか、全然変わっていないと認識していることになる。したがって、こ
れらの世帯は貧困から脱出した、裕福になったとは言えないだろう。
だが、全世帯の中６世帯は移住後生活質が良くなったと答えているが、その内の５世帯
（14.7%）は移住前に半牧半農業を営んでいた世帯だった。もともと比較的に農業ができる世
帯が移住後もその特技を利用、発揮し、生活質を向上させたことが言えよう。つまり、農業
に関して多少の技術や知識があるものは移住後、比較的に生活困難を乗り越える可能性が高
いことは言えるし、違う職に就けるチャンスも多いだろう。例えば、農業関係の日雇いの仕
事などなど。自分たちは土地がなく農耕はできなくとも近くの農家や農産物を加工する工場
表４−３−１−（２）移住前の家畜合計と移住前後生活の質の比較のクロス表
移

住

前

後

の

生

活

質

比

較

合計

悪くなった 変わらない 良くなった 分からない
1

移動前家畜合計

2
3
4
5
6

度数
移住前家畜合計の%
度数
移住前家畜合計の%
度数
移住前家畜合計の%
度数
移住前家畜合計の%
度数
移住前家畜合計の%
度数

合計

移住前家畜合計の%

度数
移住前の職業の%

3

1

0

0

4

75.0

25.0

0

0

100

11

5

1

0

17

64.7

29.4

5.9

0

100

11

5

0

1

17

64.7

29.4

0

5.9

100

22

5

4

1

32

68.8

15.6

12.5

3.1

100

12

6

0

0

18

66.7

33.3

0

0

100

8

1

1

0

10

80.0

10.0

10.0

0

100

67

23

６

２

98

68.4

23.5

6.1

2.0

100
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などで仕事をすることができるだろう。
内モンゴル地域において、
「家畜」と言うと普段は、牛、馬、羊、山羊、駱駝の５種類の
動物を指すが、駱駝の飼育は地域の特徴による可能性が非常に高い。今回の調査を実施した
地域においては、駱駝の飼育を行っていないため、選択肢から駱駝の項目を外した。それに
変わって、豚と鶏を加えて家畜としてアンケートを実施した。ということで、全家畜の種類
は６になる。したがって、表の左側の１〜６の数字は家畜の種類を表す。もちろん、多種類
の家畜を飼育している世帯は比較的に裕福であるということは言える。
表から分かるように、飼っている家畜の種類や数に関係なく、７割前後の世帯は移住後生
活質が悪くなったと答えている。特に、６種類の家畜を飼育していた10世帯の80%を占める
８世帯は生活が悪くなったとしている。
生活質は変わらないと答えた世帯のパーセンテージにばらつきが見られるが、少なくとも
10%以上の世帯は、生活質が変わらないとしている。と言うわけで、全体的に８割以上の世
帯は移住後、生活質が悪くなったか変わっていないと認識しているとことである。
気になるデータは、家畜１種類しか飼っていない全世帯は生活が悪くなったか変わらない
と答えたに対して、12.5%（４世帯）も占める４種類の家畜を飼育している世帯と、10%（１
世帯）を占める６種類の家畜を飼育している世帯は、生活質が良くなったと答えたことであ
る。今回の調査やデータを分析する限り、はっきりした原因は分からないが、以下の推測は
できよう。
ａ、家畜を１種類しか飼育していなかったと言うことは、飼っているその家畜だけに頼っ
て生計を立てていたと言うことであろう。つまり多数の同じ家畜を飼っていたことが考えら
れる。移住によって、その家畜を多数飼育できなくなったため、生活質が悪くなったか、変
わらなかったのだろう。
ｂ、４種類以上の家畜を飼っていた世帯は、家畜の種類が多いが数はそれほどなかったの
だろう。移住するときにさほど処分しないですみ、移住後もそれらの家畜を畜舎に飼育し当
時の困難を上手に乗り越えたことが考えられる。また、たくさん飼育していたが、移住時に、
移動しなかった親族に家畜の一部を頼み飼育させていることも考えられる。
４−３−２

移住に伴う生活満足度の変化

本節において、移民村住民は現在の生活をどのように考えているかをいくつかのクロス集計
を通して検証する。
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図４−３−２−①
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図４−３−２−①から分かるように、ほとんどの世帯は現在の生活に満足していないか、
普通だと思っている。その内、78.6%の世帯は今の生活について非常に不満と不安を持って
いる。98世帯の内たったの２世帯（２%）が今の生活にかなり満足していると答えている。
以下、どのような世帯は今の生活に満足しているか、あるいは満足していないかを現在生活
満足度と移住後状況とのクロス集計でさらに検証する。
表４−３−１−
（１） 移住前の職業と移住前後生活の質の比較のクロス表
今

の

生

活

の

満

足

度

合計

全然満足していない 普通 かなり満足している
強制的だから

度数
移住した理由の%

補 助 金 を も ら え る 度数
移住した理由

から

移住した理由の%

生 活 が 良 く な る と 度数
思ったから
都 市 郊 外 に 移 り、
仕事が見つかりや
すいから
その他

合計

度数
移住した理由の%

移住した理由の%
度数
移住した理由の%
度数
移住した理由の%

37

13

1

51

72.5

25.5

2.0

100

4

1

0

5

80.0

20.0

0

100

32

5

1

38

84.2

13.2

2.6

100

3

0

0

3

100

0

0

100

1

0

0

1

100

0

0

100

77

19

2

98

78.6

19.4

2.0

100

移住した経緯とそれぞれの理由で移住した世帯数は以下の通りである。強制的に移動され
たのは51世帯（52.0%）
、補助金がもらえるからと任意で移動したのは5世帯（5.1%）、生活が
良くなると思って移動したのは38世帯（38.8%）、都市郊外に移り、仕事を見つけやすいかと
思って移動したのは３世帯（3.1%）
、その他の理由で移ったのは１世帯（１%）である。
その内、７割以上の強制的に移動した世帯と、８割以上の補助金と生活質向上を目当てに
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移った世帯は現在の生活に全然満足していないし、仕事が見つかることを望んで移動した世
帯とその他の理由で移動した全世帯は現在の生活に全然満足していないことが明らかになっ
た。全体的に、８割近くの世帯は、現在の生活に満足していない。
移住したくなくとも、強制的に移動させられた世帯が移動後の生活に満足しないのはある
程度予想はできるだろうが、補助金と仕事目当てに、生活が良くなると思い、政府の甘い言
葉を信じて移動した世帯は生活質が前より落ちると予想もしなかっただろう。そのために精
神的な落ち込みも大きいだろう。補助金を目的に移った５世帯の内４世帯が現在の生活に満
足していないというのは、ほとんど補助金を受け取ることができなかったからだろう。また、
職を希望して移動した３世帯は全部、現在の生活に満足していないと答えている。都市の郊
外の移民村に移住したが希望通りに仕事が見つからなかったのは間違いないだろう。それに、
仕事を希望して移ったということは、移動する前に適切な仕事もなかったと言うことも予想
できる。つまり、もともと家畜もそれほど所有していなくて、いわゆる貧困牧民世帯だった
ということである。新しいところに移ったが、相変わらず適切な仕事が見つからないという
のは、彼らがさらに貧困状態に陥ることを意味している。
また、全世帯の内19.4%を占める19世帯が、現在の生活満足度は普通だと認識している。
その内、強制的に移住させられた13の世帯が普通だというと答えている。これは、転出地が
ひどく破壊され、それ以上に生活ができないと判断された地域の住民だったことが予測でき
る。移動後に、前より豊かな生活を送っていないが、生活は前より悪くもなっていない状態
である。
同調査において、２世帯が現在の生活に非常に満足していると答えている。内訳は、強制
的に移動された１世帯と生活が良くなると思い、任意的に移住した１世帯である。移動後、
適当な仕事に恵まれたとこが予測される。
しかし、全世帯がちゃんとした生活ができることを約束し、移動させた地方政府の怠慢な
対応が、住民の大きな不満を招いているばかりでなく、結果的に生活困難・貧困の拡大を一
層に促してしまった。少なくとも、98%の住民は、現在の生活に満足しておらず、たくさん
の生活困難に日々悩まされている。
移住前と変わって、その他の職業の世帯が増えた。また、純農業で生計を立てている世帯
はなく、移民村では農業だけで生計を立てるのは難しいことが明らかになった。牧畜業を営
ん で い る の は ち ょ う ど 半 分 で49（50.0%） 世 帯、 半 牧 半 農 業 を 営 ん で い る の は11世 帯
（11.2%）
、その他の仕事で生計を立てているのは38世帯で、全体の38.8%も占めている。その
他を選んだ世帯は、ほとんど日雇いの仕事に就き、それも大半が建築・土石の仕事である。
まだ牧畜業を続けている世帯の内、約７割の世帯は、現在の生活に満足していないとして
いる。しかも、半牧半農の11世帯の内、10世帯のものが現在の生活に満足していないし、そ
の他の世帯の８割以上の世帯が現在の生活に満足していないと答えている。つまり、現在の
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表４−３−２−
（２） 移住後の職業と現在の生活満足度のクロス表
現

在

生

活

満

全然満足していない
移住後職業

牧畜
半牧半農
その他

度数
移住後の職業の%
度数
移住後の職業の%
度数

合計

移住後の職業の%

度数
移住後の職業の%

足

度

普通

合計
かなり満足している

34

13

2

49

69.4

26.5

4.1

100

10

1

0

11

90.9

9.1

0

100

33

5

0

38

86.8

13.2

0

100

77

19

2

98

78.6

19.4

2.0

100

生活は彼らの望む生活の様式ではないことを意味している。土地が狭い関係で、家畜はたく
さん飼育できないばかりか、畑や家畜用の飼料も作ることができない。家畜を畜舎で飼育す
るため、コストが高く、利益は低くなる。特に、酪農のために飼育している乳牛は非常に手
間のかかるもので、多くの世帯は赤字を出しているとしている。また、他に第二産業、第三
産業の仕事が見つかっても、仕事が苛酷で、多くの人が嫌がる危険性の高い仕事ばかりであ
る。例えば、建築、個人経営の鉱山、土石の仕事などなど。また、その上に、災害保険や死
亡保険が適用されない仕事が多く、住民の生命は全く保証されていないと言っていいほどで
ある。このような環境で生活をしている住民が現在の生活に満足しないのは当然であろう。
また、今の生活は普通だと答えているのは19世帯おり、その内13の世帯が主に牧畜業を営
み、生活をしている。もちろん、移住前と違って、放牧はできない。前も触れたように、普
通だと答えている世帯は、比較的に牧畜業を営む環境に恵まれているのだろう。つまり、他
のところで、家畜を飼育し、住むのは移民村であるなど。またその傍ら、他の仕事もでき、
収入をアップさせることが可能である。現在の生活に満足していると答えた世帯も同様であ
ろう。
その他の仕事をして、生計を立てている世帯の中で、現在の生活に満足していると答えた
ものはいなかったことを重く受け止めるべきであろう。調査でも分かったように、そもそも
移民村は環境的にも、条件的にも牧畜業や農業を営むにそれほど適していないとされている。
将来的に、移民村住民の多くは出稼ぎや日雇いなどをして生活費を手に入れることになるだ
ろう。その時、彼らを待ち受けているのはもっと厳しい状況である。
今回の調査結果を分析した結果、以上のことが明らかになった。裕福な生活が送れること
を望んで移住した牧民たちが、貧困脱出どころか、さらに生活困難・貧困に陥ってしまった。
それに、行政側の援助不行届きによるもの、移住に伴う日常生活の社会化によるもの、とり
わけ、
「生態移民」政策実施による放牧の強制的廃止（いわゆる「禁牧」＝放牧を禁じる）、
牧畜業への冷遇といった牧民への社会的は排除によるものなどが考えられる。
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地方政府の約束通りに補助金や援助を受け取れなかった住民は、生計を立て直すことがで
きず、さらに適当な仕事や職も見つけなく、将来への不安を抱えたまま日々を過ごしている。
このように精神的に追い込まれた住民たちをさらに悩まされるのは、光熱費などによる出
費の増加と自分たちが牧民であるというアイデンティティを持ち得ないことであろう。援助
といっても補助金給付や現物給付、職業訓練だけで彼らの生活を援助できるとは言い切れな
いだろう。お金、実物以上のものは彼らに欠け、それを考慮に入れたトータル生活援助こそ
が彼らの貧困脱出、生活質の向上に繋がるのではなかろうか。
５

内モンゴル自治区における「生態移民」政策の課題と展望

５−１ 「生態移民」政策の課題
５−１−１

行政側の援助不行届きによる住民の生活困難の拡大

牧民たちが移住する前に地方政府は以下のようなことや援助を住民に対して約束している。
住宅建設補助金、家畜小屋補助金、移住補助金、生産安定費用及び生産開始費用、果実畑、
生産用土地、米の作物農地、飼料の作物農地、乳牛、１人を就職させるなどなど。地区によ
って、住民たちの受け取る援助は異なるようだが、今回の調査を実施した移民村Ｍの住民は
政府からの援助をほとんど受け取っていないとしている。住民に、政府が約束を果たし状況
を尋ねたところ、99%の住民は「政府は約束したことを３割しか果たしていない」と答えた。
その具体的な内容は表５−１−１−（１）の通りである。
表５−１−１−
（１）政府の果たした約束項目
度数

%

住宅建設補助金

97

99.0

家畜小屋建設補助金

27

27.6

移住補助金

1

1.0

生産用土地

3

3.1

米の作物農地

4

4.1

乳牛

33

33.7

合計

98

100

住宅建設補助金はほとんどの世帯が受けたのに対し、他の援助を受け世帯にばらつきが見
られる。乳牛を受け取っているのは33世帯で、家畜小屋建設補助金を受け取っているのは27
世帯である。他の援助を受け取っている世帯数は一桁に過ぎない。それに、全世帯が、生産
安定費用及び生産開始費用、果実畑、飼料の作物農地、１人を就職させるなどの援助は一切
受けていない。どんな援助を受けられるかも分からない世帯すらいた。調査を通して、この
ような援助の不行届きや援助受給のばらつきは、以下の原因からなっていることが明らかに
なった。
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ａ、住民は移住するとき、行政側が住民に対して、移住後受給できる援助について詳細な
説明をしていない。また、それについて契約などは一切交わしていない。そして、住民は詳
しい状況を理解していないまま移動してしまう。
ｂ、国庫あるいは自治区政府から、規定通りに補助金や現物補助が給付されていても、そ
れが地方政府などを通って、移民村に届くまでにかなりの分が減ってしまい、住民には十分
な金額の補助金や現物補助が与えられない。この公金を横領するようなことは特に地方で多
発し、住民が多大な被害を受けている。このようにして、地方官僚の不正で自治区政府も住
民の不満を買っている。
ｃ、村長の親戚や親交のある特別な世帯が、他の世帯より補助金などを多く受け取り、他
世帯の生活を更に苦しくしている。そのことによって、受けている援助にばらつきが見られ
たり、住民の間の調和が乱れたりしている。
ｄ、援助が受けられない場合に、住民を代表して意見を言ったり、督促したりするシステ
ムが無く、また行政側の幹部の態度が大きく、住民の諸権利が守られていない。
このようなことがあり、住民が移住後適切は援助を受けられず、歳月だけが過ぎてしまい、
移民村で生活するのはますます困難になってしまった。移住するときと移住後に生じた生活
困難は以下のようにまとめることができよう。
ａ、生態移民は移住するときに、多様な援助を受けることを信じ、家畜の放牧は不可能で
あることを覚悟しながら移動したが、家畜の小屋での飼育はそれほど自信が無かった。移住
してしまうと今までやってきた生業は完全に変わり、生活様式も全部ゼロから作り直さなけ
ればいけない状態であるという精神的な不安を大きく抱えていた。
ｂ、不安だらけを抱えながら移住した牧民たち待ち受けていたのはさらなる厳しい状況で
あった。ほとんどの世帯は、政府の補助金で住むところである家を確保したものの、その他
の補助金は受け取れなかった。当時は、その他の補助金は後に支給するとのことだった。ほ
とんどの家畜を売却し、残りのものを転入地で飼育するつもりだった大半の世帯は、家畜の
小屋を建てられずに、仕方なく残りの家畜を安易な値段で売ってしまう。そして、多くの牧
民は彼らの象徴でもある家畜を完全に手放してしまい、移っても牧畜業がやりたいというわ
ずかの望みさえ失ってしまった。
ｃ、また、家畜を売却して得たお金で乳牛を購入した牧民はさらなる悲劇を受ける。移民
村Ｍにて、乳牛を飼育し酪農を営んでいる世帯は60いるが、その内、政府と自分たちで資金
を半分ずつ出して牛を飼ったのは32世帯に過ぎない。26の世帯は自分でお金を出し政府関係
機関を通して乳牛を購入している。乳牛の値段は非常に高く一頭は、普通のモンゴル牛６頭
の値段に相当する。しかし、生活費まで削って購入した乳牛は、飼っている途中で病気にな
って死んだり、また本物の乳牛ではなかったりすることもしばしば起こる。また、乳牛は子
どもを産み、牛乳が出るが、乳牛自体の食べる餌は大量で、酪農で得た収入は全部餌代に注
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ぎ込まれるか、それ以上にコストが高く、赤字を出してしまう。従って、酪農業を経営する
世帯は急激に減っている。
ｄ、牧畜業、酪農業ができなくなった牧民たちは仕方なく、農業をやるようになるが、農
業知識が乏しいことと土地がない関係で、それもうまくいかない。調査でも分かったように、
大半の世帯は土地がないから農業をやっていないということである。これも、政府が約束通
りに、農地と飼料の作物農地を給付しなかったことに起因している。
ｅ、牧畜業、酪農、農業ができなくなった住民は、出稼ぎに行くか、第二産業、第三産業
の仕事を求めて、都市部へと流れ込む。今回の調査でも、約４割の世帯は副業で生計を立
て、８割の世帯は何らかの形で副業をしていることが分かった。また、副業をしている世帯
の内、約８割の世帯が建築・土石関係の仕事に携わっていることが明らかになっている。中
国、ともかく内モンゴルにおいて、建築、土石の仕事と言えば、非常に危険性が伴う仕事を
意味している。このような仕事はほとんど個人経営や請負のものが多く、失業保険、災害保
険が効いていないし、仕事自体も非常に危険である。転落死などが常に起こり、責任者はほ
とんど責任を負わないのが事実である。
このように、生活し、生きるために住民は、ほとんどの人が好まない、嫌いかつ手馴れな
い仕事にしか就けず、日々命の危険性に晒されている。
５−１−２

移住に伴う住民生活の近代化による貧困の深刻化

移民村民にふりかかったもう一つの苦難は生活の近代化とそれに伴う出費である。移住す
る前、牧民は光熱費にほとんどお金をかけていなかった。つまり、水は自分たちで掘った井
戸から汲むか、河川の水を利用していたし、燃料は自分たちで飼っている家畜の糞を使って
いた。また、多くは電気を使っていなかったか、風力発電を利用していたのである。このよ
うに、日常生活費用には光熱費はほとんど含まれていなかった。
しかし、移住後状況は急変した。何でもお金のかかる都市部の近くに移った彼らにとって、
光熱費も予想以外の出費であった。一応、移民村にて、電気、ガス、水道などの整備が整っ
ており、それが移民村の１つの基準になっている。だが、この整備されたライフスタイルが
彼らに予想以上の出費をもたらした。
移民村に移った限り、移民村民は水道と電気を使わなければ、生活ができない状態である。
また、燃料に限ってみても、多くの世帯がガスや石炭などを使用しており、それは、お金以
外に手に入れる方法はない（表５−１−２−（１））。
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表５−１−２−
（１）現在使っている燃料
度数

%

自分で買った牛糞

26

26.5

自分で買った石炭

51

52.0

自分で買ったガス

50

51.0

自分で買った薪

３

3.1

自分で集めた牛糞

49

50.0

自分で集めた石炭

14

14.3

自分で集めた薪

16

16.3

その他

３

3.1

合計

98

100

自分で買った石炭とガス、自分で集めた牛糞は５割を占めているが、これからガスと石炭
の占める割合が高くなるだろう。自分で集めた牛糞を使用している世帯は５割いたが、それ
も単に牛糞だけを使っているのではなく、牛糞とガスや石炭を合わせて使っているだろう。
また、集めた牛糞は移住する前の残りものの可能性が非常に高く、なくなったら牛糞を集め
るために草原まで行くというのは不可能であろう。
移住した当初はただの石炭や薪が手に入っていたが、現在はそれもなくなっている。最初
は、住民が鉄道に沿って、列車が揺れるときに落ちた石炭を拾っていたが、現在鉄道のレー
ルなどが修理され列車の走りが緩やかになったため、石炭が落ちなくなったという。また、
環境が破壊させている理由で、森林を勝手に伐採することも厳しく禁じられているため薪も
手に入らなくなった。
このように住民たちは、光熱費のためにも大金をかけるようになっている。これはいわゆ
る生活の近代化である。今回の調査では、このようなことも明らかになっている。（表５−
１−２−
（２）
）
表５−１−２−
（２） 移住前後生活費比較
度数

%

前よりかなり少なくなった

１

1.0

前よりちょっと少なくなった

５

5.1

あまり変わらない

８

8.2

前よりちょっと増えた

36

36.7

前よりかなり増えた

48

49.0

合計

98

100

生活費が移住前よりかなり増えたとしている世帯は約５割、ちょっと増えたとしている世
帯は３割以上を占め、合わせて８割以上の世帯は、移住後は移住前より生活費が増えたと口
を揃えている。光熱費の社会化がこれに大きく起因しているのである。
また、住民のほとんどは、電気製品や携帯電話などを使用しており、生活費をさらに増加
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させているし、このような生活の多面における近代化が住民の生活を圧迫させている。ほと
んどの収入が生活費に注ぎ込まれ、娯楽や社会参加、社会活動などを楽しむ住民は非常にま
れである。生活が緊迫し切っている住民にとって、毎日の生活が精一杯でそれ以上のことを
望むのは難しいであろう。お酒が好きなモンゴル人であるが、今回の調査では半分以上の世
帯が一ヶ月にお酒を一回も飲んでいないという結果が出ている。子どもを学校に行かせるこ
ともできず、出稼ぎに行かせるか、低賃金かつ苛酷な仕事をさせることも多発し、貧困が親
から次世代へ継承するという現象すら起き始めている。いわゆる、貧困の再生産である。
５−１−３ 「生態移民」政策実施による牧民への社会的排除
内モンゴルにおいて行われた「生態移民」政策による大移動は、環境悪化、貧困以外にも
う１つのことを理由としている。それは、行政側の強行する放牧＝遅れた生業というロジッ
クである。それが故に、たくさんの牧民は今回の移住政策実施の対象者になったのである。
多数の家畜を放牧するより少数の家畜を畜舎飼育するのは科学的であるというのは現在の大
きな流れであり、行政側がそれに乗り出したのは、今回の「生態移民」政策を勢力的に実施
したことにつながっている。
牧民は自分たちの命である家畜をほとんど売り払って、転出地に移ったがそこで、家畜の
畜舎飼育、農業、酪農もできずに死活のピンチを迎えた。その困難にたくさんの要素が絡ん
でいるが、牧民としてのアイデンティティや誇りを持ち得ないという精神的な屈辱は最大の
ダメージになるだろうし、これは遊牧文化への排除に起因しているに間違いない。
まずは、砂漠化の犯人と遅れた生業形態であると判断された放牧は排除されている。よっ
て、内モンゴル全土において、毎年定期的に放牧を禁止する（「禁牧」）運動が行われてい
る。また、家畜を少なくし、品種を改良することが宣伝され、奨励されている。だが、内モ
ンゴル地域では、気候や環境の関係で改良した品種を飼育するのは非常に難しく、手間がか
かることは今までの経験や実験、研究ですでに明らかになっている。
次に、農業や酪農が優先され、家畜が剥奪され、牧畜業が排除されている。よって、わず
かの望みを残して、移民村に移住した牧民たちは畜舎がない、飼料が手に入らないなどの関
係で残りの家畜を全部処分することを余儀なくされた。また、乳牛を購入して飼育したが、
飼い方が分からない、乳牛が偽物であった、飼っている途中で乳牛が病死した、コストが高
騰し赤字が出るなどの原因で酪農も思い通りにいかない。
このようにして、牧民が自分たちの一番得意とする家畜の飼育や生産から排除されてしま
った。よって、自分たちが苦手の農業の経営やリスクの高い低賃金労働を意義なくされてい
る。たくさんの先行研究では、
「生態移民」政策を実施することによって生じた多問題を補
助金給付、あるいは収入の確保によって解決するべきであると論ずるものが多いが、果たし
て、収入が確保されるだけで、あるいは充分な補助金を給付することで現在の生態移民村に
おいて起こっている諸問題を解決できるのか。１つの違うアイデンティティや文化を有する
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民族がその民族の文化や伝統的なものを捨てて、あるいは捨てられてそう簡単に他民族の文
化に馴染むのは容易なことであるまい。
牧民としてのアイデンティティ、文化を否定され、捨てられるのはお金や物で補い切れる
のもではないだろう。それは、一種の社会的排除であり、貧困よりもひどいものである。家
畜を所有せず、土地があって、あるいは工場やサービス業の仕事があっても牧民たちにいき
なりやれと言ってもできるとは限らないだろう。草原で悠然と放牧をして生活をしてきた人々
に農業をさせるか、非常にスピードが要求されるサービス業で従事させても仕事を上手にこ
なすことができないだろうし、多大に精神的なプレッシャーに負われるだろう。また、移住
してから牧畜業、農業、酪農業、副業などの全ての面で仕事がうまくいかずに落ち込んだ末、
これから立ち直ろう、自立しようとすることを拒み、将来に自信をなくし、自発的自己排除
するような住民も現れるようになった。だから、この問題を解決するためにお金、現物以上
の生活援助やエンパワーメントが必要とされるだろうし、そのために生態移民の日常生活に
おいて起る諸問題を理解する必要があると思われる。そして、その「生活に関わる諸問題を
十全に理解するためには、…………異文化的なものに対する社会的差別や排除などの諸条件
の介在を想定しなければならない。
」
（古川

孝順

2007）。

また、都市部の郊外に移住した住民の戸籍は「農村戸籍」から「都市戸籍」へと変更され
るはずであるが、未だに戸籍が変わっていないか、自分たちの戸籍がどうなっているかを知
らない住民もいる（表５−１−３−
（１））。
表５−１−３−
（１）現在の戸籍状態
度数

%

農村戸籍

6

6.1

都市戸籍

64

65.3

分からない

28

28.6

合計

98

100

表５−１−３−
（１）から分かるようにまだ農村戸籍のままの世帯は６（6.1%）籍がどう
なっているかを知らない世帯はなんと28（28.6%）もいる。
中国農村部において、
「最低策保障」制度は確立したばかりで、全国的に普及していない
こととまた、地方によってまだ同制度を導入していないか、かなりの格差があるのは実情で
ある。むろん、内モンゴル農牧区において、「最低生活保障」制度が機能していない地域も
たくさんある（表５−１−３−
（２）
）
。
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表５−１−３−
（２） 最低生活保障を受給している状況
度数

%

知らないから受けていない

2

2.0

知っているけど受けていない

20

20.4

たまに受けている

76

77.6

合計

98

100

最低生活保障をたまに受けている世帯は77.6%を占めるが、定期的にいつも受けている世
帯はいない。また、受けていない世帯は22.4%も占めているし、２%の２世帯は「最低生活
保障」制度すら知らない。一種の補助金として移民村の住民全世帯に「最低生活保障」を給
付することが規定されているが、現状は以上の通りである。また、この「最低生活保障」は
１世帯から１人しか受けられないし、金額も一年に365元である、要は、１人１日に１元と
いう計算である。１人に１日に１元はとても足りものであるし、形だけに過ぎない。だが、
その形だけのものも受けられずに、排除され続けている住民もいる。
もともと「生態移民」政策という農民施策を実施することによって、内モンゴル牧区にお
ける環境破壊と貧困の緩和を狙った政府のこの動きが、牧民たちを社会的に包摂できず、却
って社会的に排除してしまった。これは、「生態移民」政策を少数民族が集中する地域にお
いて実施するときに、その地域に住む民族の文化、伝統、習慣などを考慮にいれるべきであ
ることを意味している。
「社会的排除」概念はフランス発の概念であるが、グローバル化の進行によって、東洋・
アジア地域の諸研究分野でも議論されるようになった。「社会的排除はさしあたり「それが
行われることが普通であるとか望ましいと考えられるような諸活動への参加から排除される
個人や集団、あるいは地域の状態」として定義されている」（岩田

正美

2007）が、それ

が地域、人種によって内容を変えると思われる。従って、内モンゴル牧区において「生態移
民」政策を実施する政府の、放牧は遅れた生業方式であるという認識と遊牧、放牧の環境保
護・改善効果を無視するあるいは否定する行為も牧畜業・牧民への一種の社会的排除である
ことを改めてこだわっておきたい。
５−２ 「生態移民」政策の展望
内モンゴルにおいて「生態移民」政策は貧困脱出を１つの目的に掲げて行われた。当然、
同政策を実施することによって貧困から脱出したものがいる。しかし、同政策を実施するこ
とによって却って貧困に陥ってしまったものもたくさんいる。この問題を重く受け止め、問
題の発生原因を探り出し、問題対策を施行しない限り、真の貧困脱出につながらないだろう。
むろん、住民たちを現在の移民村から元の地域に帰して、生活をさせるのはベストだと思
われるが、それは不可能に等しいことである。これから移民村において、続けて生活をして
行くうえでどのような援助があれば、住民が貧困から脱出し、裕福な生活を送れるようにな
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るだろうか。
調査をすることによって、生態移民とりわけ、もともと牧民であった住民に対しての充分
な補助金の給付は当然のことであるが、それ以外に牧民たちが移民村において、補助金に頼
らずに、自立できるようなエンパワーメントや生活援助が必要であるという新しい知見が得
られた。
ａ、エンパワーメントというのは、新しい技能を身につけるということではなく、もとも
とあった技能や力を喚起する、発揮させるということである。政府は約束通りに、移住して
きた牧民たちに畜舎を建ててあげることが第一に考えられる。そうすることによって、牧民
たちは自分たちが牧民である誇りを取り戻し、働く意欲も沸き、考え方も活性化される。
ｂ、その上で、農業、酪農業についての知識や術を伝授することによって、移民村で裕福
な生活を送れる可能性を広げる。
ｃ、戸籍制度を「都市戸籍」に移し変えることによって、より広めの社会保障や福祉的な
制度を利用できるようにする。
ｄ、以上の３つは、住民たちに対して行うべきミクロレベル的な生活援助の提案である
が、これらの生活援助を行うために、牧民としての尊厳、権利を擁護するためのマクロ的な
政策的援助とその制度や政策を運営・管理するメゾレベル的な生活援助が必ず前提にあるこ
とを予め強調しておきたい。
また、本論文は政策を問題にしたものである。しかし、「生態移民」政策は発足してから
８年しか経っていないので、充分な評価基準や同政策に関する方法論がまだ確立されていな
い現状にある。
また、内モンゴルと言っても、面積だけで日本の３倍以上もあり、地域差、民族差が非常
に大きいため、内モンゴル全土において同じことが言えるかどうかも疑問である。今回の調
査は内モンゴルの東部に位置する１つの村のモンゴル人住民だけに限って行ったものであ
る。調査を通して問題点や知見は導き出されたが、内モンゴル全土において実施される「生
態移民」政策の実態を把握しているとは言いがたい。よって、以下のことをこれからの研究
と博士後期課程の研究課題として取り組んでいきたい。
ａ、同じ地域に住む、漢民族に対しての調査と政府や行政側の責任者に対しての調査をす
る。
ｂ、地域によって、条件と問題点が異なるので、もっと幅広い地域での調査を実施する。
ｃ、強制的に移住した住民がいれば、移住しなかった住民もいる。そして、その移住しな
かった住民に対しての生活実態調査を通して、比較研究を行う必要がある。
ｄ、特定の世帯を定期的に調査し、生活がどのように変化しているかを明らかにする必要
がある。
ｅ、以上のことを踏まえて、また日本における貧困問題と比較研究を行う。
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注
1

中国の行政区には23省（日本の都道府県に該たる）、５自治区（省に相当するもの、内モンゴル、
チベット、新疆ウイグル、広西チワン族、寧夏回族）、４直轄市（北京、上海、天津、重慶）
、２
特別行政区（香港、マカオ）があり、内モンゴルは中国の北部に位置する、一番早く成立された
（1947年５月１日）自治区である。
同自治区の面積は118.3平方キロメートルで、総人口は2386.40万人（2006年現在）であり、その
内、都市人口は1126.38万人で、農村人口は1260.02万人である。内モンゴル自治区と言っても皮
肉なことに、人口のほとんどを漢民族が占め、モンゴル民族は僅か421.12万人である。

2

同政策は中国における農民施策である。「生態」は中国語の簡単な字では「生态」と書き、日本
語ではエコの意味である。生活環境の保全・回復と貧困脱出の一挙両得を狙った政策であり、形
態としては、最も環境が悪化したとされる地域の住民を生産・生活条件の良い場所とされる都市
部の郊外に該たる地域に移動させる形を取っている。「西部大開発」プロジェクトの一環として
発足し、内モンゴルにおいては、2000年から実施され始め、現在９年目を迎えている。

3

中国・内モンゴルにおいて、農業に従事している、いわゆる農民がいれば、牧畜業を営んで生計
を立てている一部の牧民もいる。その、農業や牧畜業に従事している国民が生活している地域を
中国語で「農村牧区」と記している。「牧区」というのは「牧畜業を営んでいる人々が暮らす地
域」を意味し、本論においては文字通りに「農村牧区」を用語として使う。

4

中国において、
「戸籍」ではなく、「戸口」という名詞を使う。日本では「戸籍」と翻訳される場
合が多いが、概念としては日本で言われる「戸籍」と違った意味を持つ。
1951年に「城市戸口管理暫行条例」により登録制度が導入され、戸籍制度は翌年の1952年に規
定された。これにより、国民の戸籍は「農村戸籍」（農村戸口）と「都市戸籍」（城市戸市）と分
かれ、主に、農村部で農業や牧畜業に従事している人々が「農村戸籍」を持ち、逆に都市部にて
役所や企業（ほとんど国営）に勤める人々が「都市戸籍」を持つようになった。日本と違って、
国民一人一枚ずつ登録票を持ち、家族全員の分を集めて、「戸籍簿」（戸口本）を作る。
中国において、戸籍制度は階級制度でもある。つい最近まで「都市戸籍」を持っていない人は
社会保障制度にほとんど恵まれていなかった。また、同制度によって人口の自由移動が制限され、
大量の農村部の人が都市部へ流れるのを防ぎ、その狙いは、都市部の発展、安定の保証と農村部
の労働力確保であった。
1990年代になり、規制緩和により人々の移動が比較的に自由になったが、戸籍制度の影響と制
限はまだまだ根強く残っているし、都市部に出稼ぎ労働者として流入した人々は社会保障や労災
保険などの効かない工事現場などで従事し、過酷な労働を強いられている。

5

内モンゴル自治区は12のアイマグ・市と101のホショー・シェンを直轄している。内モンゴル行
政単位としては自治区のもとに、アイマグ（盟）
・市、ホショー・シェン（旗・県）、ソム（蘇木）
・
郷、ガチャー（村）
、ドゴイラン（小組）が順次に並ぶ。
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Empirical Study on Poverty in Inner Mongolia
Autonomous Region in China and Poor Farmer
Measures：the Impact of the Forced Relocation
Policy
Altanbolag
In this thesis, I discussed about the poverty and the poor measures of Inner Mongolia
Autonomous Region in China. As everybody knows, in recent years,the poverty spreads
all over the world and it appears in various forms. A lot of people in diﬀerent countries
and areas live in poverty and Inner Mongolia is no exception.
forced relocation policy was established in Inner Mongolia for the purpose of relaxing
the poverty and it has been carried out. However, the poverty has not been relaxed and
on the contrary, it became more and more seriously.
This study clariﬁes the occurrence of the poverty and enlarged mechanism.
Key word: the poverty, social exclusion, forced relocation policy
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