
東京大学社会科学研究所・現代中国研究拠点 2018 年度活動報告

第 1 節 拠点の概要

１．設置の目的
東京大学現代中国研究拠点を設置する目的は，現代中国に関わる部局横断的な研究チー

ムを組織して，東京大学を学際的中国研究の世界拠点とすることである．研究の充実を基盤
として，現代中国研究の国際連携と成果普及を推進する．

本事業の前身は，2007 年度から大学共同利用機関法人人間文化研究機構の現代中国地域
研究推進事業の一環として， 東京大学と同機構との協定にもとづいて共同設置された研究
拠点である．この拠点は 2007 年度からの第 1 期，2012 年度からの第 2 期と，それぞれ
5 年間ずつ存続し，2016 年度をもって終了した．2017 年度から発足した現代中国研究拠
点は事実上の第 3 期であるが，社会科学研究所の「拠点」から全学の「拠点」に転換した．
但し，拠点の事務局は引き続き社会科学研究所に設置される．

第 2 期の間に，現代中国研究拠点は北京大学国家開発研究院を中心に発足した
International Consortium for China Studies（ICCS）に日本の研究組織では唯一の発足メン
バーとして参画してきた．ICCS には欧米や中国などの現代中国研究の拠点機関が集ってお
り，当拠点は ICCS での活動を通じて東京大学と日本の現代中国研究を世界に橋渡しする
ハブ機関となる．

当拠点は学内で中国研究に従事する教員と連携して，学部学生対象の現代中国理解講座
を開催し，東アジアに焦点をもつ国際感覚を鍛える．また，社会人・卒業生を対象とする現
代中国講座を実施し，研究成果の社会への還元を図る． さらにアジア研究図書館と連携し，
これまで学内各部局に任されてきた中国関連資料の状況を把握し，基礎的な資料， とりわ
け現代中国の統計や年鑑を研究者や学生が常に利用できる環境の整備に貢献する．

２．研究組織
現代中国研究拠点は社研教授会によって定められた運営規則（2007 年 4 月 19 日）にの

っとり，以下の組織体制および予算・スタッフ構成のもとに運営されてきた．

2018 年度現代中国研究拠点運営委員会
委員長：丸川知雄 運営委員：松田康博，高原明生，城山智子，川島真事務局：河野正
2018 年度の予算規模は 1,500 万円（うち直接経費 1,275 万円，間接経費 225 万円）であ
った．
第 3 期のテーマは「現代中国研究拠点の世界拠点の構築」である．
研究活動は，下記の 6 つの研究部会を中心に進められた．



①「大学卒業生の就業と失業」部会
代表：丸川知雄（東京大学社会科学研究所教授）
メンバー・協力者：
張軍（復旦大学経済学院教授）、馬欣欣（一橋大学経済研究所准教授）、石礫（復旦大学院生）
有田伸、三輪哲、伊藤亜聖（以上、社研）

②「中国研究の比較研究」部会
代表：谷垣真理子（東京大学大学院総合文化研究科教授）
メンバー・協力者：
鈴木将久（総合文化）、倪捷（院生）、銭俊華（院生）、村田雄二郎（同志社大学）、中村元哉
（津田塾大学）、石之瑜（台湾大学）

③「中国社会の質的研究」部会
代表：阿古智子（東京大学大学院総合文化研究科准教授）
メンバー：
田原史起（総合文化）

④「一帯一路」部会
代表：川島真（東京大学大学院総合文化研究科教授）
メンバー：
高原明生、平野聡、平野温郎（以上、法学政治学）、高見澤磨（東文研）、松田康博（情報学
環・東文研）、伊藤亜聖（社研）

⑤「歴史と空間」部会
代表：城山智子（東京大学大学院経済学研究科教授）
メンバー：
伊藤亜聖（社研）

⑥「中国農業研究」部会
代表：丸川知雄
メンバー：
丸川知雄、河野正（以上、社研）、張馨元（横浜国立大学）、徐一睿（専修大学）、李海訓（東
京経済大学）

2018 年度はこのほかに 2 件の受託研究を行った。
①「中国農業の研究――穀物、葉たばこと農村地域の所得向上」（日本たばこ産業株式会社



から）受託者：丸川知雄
②「共同研究：中国のディジタル化、IoT 社会化の動向調査」(日立製作所から)受託者: 伊
藤亜聖

第 2 節 2018 年度の活動

１．研究
2018 年度の研究活動として，1）研究会，2）海外調査，3）成果の刊行を行った．

第一に，研究会は合計 16 回実施した．
2013 年 度 よ り 開 催 を 始 め た 海 外 の 中 国 研 究 者 を 招 い て の Contemporary China 

Research Base Seminar Series（CCRBS） を 2 回（通算 42 回）開催した．

第 41 回 所得格差から見た「アジア共同体」康成文（東京大学 ISS 客員研究員，哈爾濱商
業大學准教授）
第 42 回 ”China and Russia: The New Rapprochement and the End of a Unipolar World” 
Alexander Lukin （Head of the Department of International Relations, National Research 
University Higher School of Economics）

各部会等で開催した研究会、セミナーは以下のとおりである。
① “The British and the Japanese Colonial Legacies in China/Chinese Studies”（タイ・チュ
ラロンコン大学にて）Prapin MANOMAIVIBOOL, Chih-yu SHIH, 谷垣真理子ほか多数参
加。中国研究の比較研究部会
②"How China has Changed the Western Ideas of Law and Economic Development" CHEN 
Weitseng（シンガポール国立大学）一帯一路部会
③「中国のハードウェア・スタートアップ～シャオミエコシステムと PopuMusic の挑戦～」
駱石川（PopuMusic 代表）
④「中国における農業発展と農村地域の所得向上」李海訓（東京経済大学）、范丹（中国・
西南財経大学）、胡小平（中国・西南財経大学）、張馨元（横浜国立大学）、丸川知雄（東京
大学）中国農業研究部会
⑤「ハードウェアハッカーの世界と中国～エンジニアが手を動かして見出した深圳～」高須
正和(スイッチサイエンス, 『ハードウェアハッカー』訳者)、山形浩生(『ハードウェアハッ
カー』監訳者)、藤岡淳一(ジェネシスホールディングス)、伊藤亜聖(東京大学)
⑥「中国における法と秩序：歴史研究と現代分析との対話」伊藤亜聖（東京大学）、城山智
子（東京大学）、梶谷懐（神戸大学）、寺田浩明（京都大学） 歴史と空間部会



第二に，海外調査を合計 22 件実施した．
拠点事務局からは 6 月に丸川、伊藤、河野が深圳と香港に出張し、ICCS の総会とドロー

ン展示会などに参加した。2 月には河野がアメリカへ資料調査に行った。
「大学卒業生の就業と失業」部会では丸川と馬欣欣が 9 月に上海での調査打ち合わせに行
った。
「中国研究の比較研究」部会では 5～6 月のチュラロンコン大学でのセミナーに 9 名を派遣
した。また 6 月と 8～9 月に谷垣が香港、9 月に谷垣と銭が台湾に、10 月、11 月、12 月に
は銭が香港に行って調査を行った。11 月には倪が中国・厦門に、1 月に石がアメリカに行
って調査を行った。
「中国社会の質的研究」部会では 3 月に田原がロシアで調査を行い、同じく 3 月には阿古
が北京と河南省で調査を行った。
「一帯一路」部会では 8 月に川島が香港と桂林に、11 月に平野温郎が深圳に、2 月に松田
がカザフスタンに、2 月と 3 月に川島が台湾に行って調査などを行った。
「中国農業研究」部会では 5～6 月に成都、昆明、合肥に丸川、河野、張、李、徐が調査と
打ち合わせに行き、8 月には同じ 5 名が昆明で調査を行い、9 月には丸川、河野、張、李が
河南省で調査を行った。

第三に，当拠点としての成果の刊行の面では，第 2 期の研究成果を末廣昭・田島俊雄・
丸川知雄編『中国・新興国ネクサス 新たな世界経済循環』（東京大学出版会、2018 年 12
月）として刊行し、また受託研究の成果として『中国 14 億人の社会実装―「軽い IoT」が
創るデジタル社会』（現代中国研究拠点研究シリーズ No.19）を刊行した。

また、拠点のスタッフ 2 名と客員研究員として社会科学研究所に滞在された中国の研究
者ともに、『社会科学研究』第 70 巻第 2 号（2019 年 3 月 29 日発行）で、「特集 中国国内
の経済格差を生む諸要因」を組んだ。収録論文は以下の通りである。
「序──中国国内の経済格差を生む諸要因」丸川知雄
「中国の自由貿易試験区―遼寧省を中心に―」施錦芳
「中国の所得格差が経済成長に与える 影響と対策」康成文
「中華人民共和国初期，農村社会史研究の 現状と課題 ―『革命史観』はいかに克服された
のか―」河野正
「中国北方地域の産業集積」丸川知雄
「中国農業経営における労働力利用 ――四川省の現地調査に基づいて」范丹

このほかに論文や学術書への寄稿など多数の成果物を刊行した。

２．教育
本学教養学部の全学自由研究ゼミナールにて「現代中国ゼミナール 『習近平時代』を議

論する」(A1/A2 セメスター)を合計 28 名の履修者を得て、下記のとおり開講した。



第一回 授業の狙い 伊藤亜聖（社会科学研究所）
第二回 政治外交 1：中国の見る世界秩序と地域秩序  川島真（総合文化研究科）
第三回 政治外交 2：「一帯一路」時代における中国少数民族社会の変容と苦境 平野聡（法
学部）
第四回 政治外交 3：「雨傘世代」にとっての香港と中国世界 谷垣真理子（総合文化研究
科）
第五回 政治外交 4：習近平政権の特徴ー内政を中心に 高原明生（法学部）
第六回 経済 1：中華帝国と一帯一路 城山智子（経済学部）
第七回 安全保障：何を何からどうやって守るのか？ 松田康博（東洋文化研究所）
第八回 経済２：中国の台頭と世界経済の変容 丸川知雄（社会科学研究所）
第九回 経済３：デジタルチャイナ  伊藤亜聖（社会科学研究所）
第十回 法と社会１：2018 年 3 月 11 日憲法改正 高見澤磨（東洋文化研究所）
第十一回 法と社会２：農民の目から見た中国の都市化 田原史起（総合文化研究科）
第十二回 法と社会３：中国の国際的影響力の拡大ー人権問題を通して考える 阿古智子
（総合文化研究科）
第十三回 総括とレポート提出 伊藤亜聖（社会科学研究所）

本学教養学部・総合文化研究科にて「書き直される中国近現代史 11～国際社会科学特別
講義Ⅳ～」を 2018 年冬学期 （A セメスター）に開講した。2018 年度のテーマは「近現代
中国の秩序観：国家・社会・経済・国際関係」で、これからの中国が構築していくであろう
様々な場や分野での秩序について歴史的に考察した。講義内容は以下の通り。
第 1 回 9 月 27 日（木） 岸本美緒（お茶の水女子大学）「近世中国の秩序観」
第 2 回 10 月 4 日（木） 杉山清彦（東京大学）「満洲族の世界観、秩序感」
第 3 回 10 月 11 日（木） 茂木敏夫（東京女子大学）「19 世紀中国から見た天下と国家」
第 4 回 10 月 18 日（木） 村田雄二郎（同志社大学）「中国から見た大アジア主義」
第 5 回 10 月 25 日（木） 深町英夫（中央大学）「孫文の考える国家秩序・世界秩序」
第 6 回 11 月 1 日（木） 川島真（東京大学）「近代中国の職業外交官のみる世界と秩序」
第 7 回 11 月 15 日（木） 久保亨（信州大学）「中国から見た社会主義」
第 8 回 11 月 29 日（木） 伊藤亜聖（東京大学）「中国経済における秩序像」
第 9 回 12 月 6 日（木） 松田康博（東京大学）「一つの中国／二つの中国／一中・一台論」
第 10 回 12 月 13 日（木） 高見澤磨（東京大学）「近現代中国における法と秩序」
第 11 回 12 月 20 日（木） 青山瑠妙（早稲田大学）「現代中国外交にみる秩序観」
第 12 回 12 月 27 日（木） 予備日
第 13 回 1 月 10 日（木） 阿古智子（東京大学）「現代中国の社会秩序」

8 月には東京大学・北京大学・清華大学合同サマープログラム”Japan and China in Global 



Business”を実施し，現代中国研究拠点の構成員（園田、丸川、伊藤）が引率して双方の大学
の学生 25 名が北京周辺の日系企業、東京の中国系企業を訪問して交流を行った。

第３節 各部会の活動
本節では 4 月 4 日の運営委員会での部会代表による口頭の報告に基づき、座談会形式で

各部会の活動について報告する。

１．大学卒業生の就業と失業
これは主に丸川と一橋大学の馬欣欣さん（４月から富山大学）と、復旦大学にかなり大き

な研究チームがあって、そこと共同でやっております。何をやるかというと、要するにアン
ケート調査で、大学卒業生がその後どういうキャリアを歩んでいくかとか、失業しているか
していないかみたいなことを調査しようと、もうかれこれ５年ぐらいずっとそういう相談
をしています。復旦大学のもう１つ別のチームが既にパネル調査をやっているんですね。そ
れは社研でやっているパネル調査とかなり似ていて、就業だけじゃなくて、結婚とか家庭と
か受けた教育とか全般的に社会的なことを調査しています。我々の戦略というのは、それに
相乗りすることにしまして、彼らがやっているパネル調査の質問票に我々の関心事項をち
ょっと多目に盛り込んでもらいました。調査の場所は上海で、大体 2,000 人ぐらいの人を継
続的に追っていくということで、うまくすれば 2019 年度中にその集計結果が上がってくる
んじゃないかと思います。

我々が何をそこへ盛り込んだかですけれども、就業とか失業とか、収入とか、一般的なこ
とは既に聞かれているんだけど、一番のポイントは、第２、第３の職業をどうやっているか
ということです。つまり、いま滴滴のドライバーをやったり、自分でネットショップをやっ
たりとか、そういう第２、第３の職業を持っている人が多分いっぱいいるに違いない。そう
いう実態を把握しようということで、かなり多くの関連質問を入れました。果たしてどうい
う結果が出るのかわかりませんし、そもそもうまく調査できるのかも心もとないですけど、
こういう内容は社研でやっている日本のパネルでも調査していないので、もし結果が出た
ら、かなり画期的なものになるんじゃないかなと期待しております。

２．中国研究の比較研究
2018 年度は、東大からは私と鈴木先生のほかに院生が２人加わってもらいました。国内

外の研究協力者ということで、ついこの間まで駒場のメンバーでおられた村田先生、それか
ら、村田先生の弟子である中村先生、それから、海外から台湾大学の石之瑜先生が参加して
くださいました。

研究活動には４つの柱がありました。１つは、国際共同研究。これはバンコクで Colonial 
Legacies in China Studies という会議を実施し、こちらの拠点からは８人分ぐらいの航空券
代を出してもらいました。バンコクにした理由は、東京まで来ていただくのと比べると航空



券代がかなり安くなります。宿泊費等々はかなり頭の痛いところですが、バンコクのチュラ
ロンコーン大学のＡＬＲＣ（アジア・リサーチ・センター）という研究センターが全部宿泊
費は面倒見てくれるという有難いお申し出がありました。参加者はインド、パキスタン、シ
ンガポール、オーストラリア、それから、もちろんタイ、フィリピン、台湾、日本等々から
でした。韓国からの参加者もおりました。中国大陸からは社会科学院の人が来ておられまし
た。

第二に、2017 年からの継続で、香港における中国研究の聞き取りの実施と聞き起こし作
業をやりました。

第三に、関品方さんという方の書かれた『対決』という小説を翻訳いたしました。出版に
向けて準備しております。これは 1970 年代の保釣（釣魚台防衛運動）に参加した方が書か
れた、香港と日本と中国大陸に対する香港の人の物の考え方が出てくるような小説です。ま
だまだ生々しい話なので、ちょっと自叙伝では書けない。そのもう一歩前ということで、非
常におもしろい小説です。

第四に、次世代のための台湾ワークショップということで、院生３人を台湾に派遣しまし
た。

また、とにかく来るお客様は全部捕まえてヒアリングを行い、たまたま日本におられた中
文大学の呉偉明先生に中国研究と日本研究のことを伺いました。また、台湾に行って、元香
港中文大学の翁松燃氏にヒアリングしました。また、駒場に授業で来ていただいた厦門大学
の南洋研究院の庄国土さんとか、マカオ大学の呉徳栄さんに話を聞いています。

庄国土さんは中国における中国研究ですし、マカオ大学の呉徳栄さんは香港における中
国研究でありますが、同時に香港における香港研究ということで、ちょっと今年のところを
先取りしたような聞き取りをやらせていただきました。

台湾の次世代ワークショップは非常に活気がありました。実は台湾に学生を連れていく
のはこれで２回目になります。

2019 年度なんですけれども、構成員は、中村先生が東大のメンバーになりましたので、
一気に東京大学メンバーがぐっとふえてまいりました。

今年は Colonial Legacies in China Studies プロジェクトの出版に向けて動き出しておりま
す。その成果をメルボルンで今度の７月にパネル発表をします。2020 年のバンコク会議
("China Studies Since the Cultural Revolution: Romanticism, Antagonism, and 
Ambivalence”)に向けての Warm-up workshop をニューデリーで開催いたします。

今度の 2020 年のバンコク会議は東南アジアと南アジア中心でしたが、今度はもうちょっ
とヨーロッパとかアメリカとか英語圏の学者さんを何とか工夫してお呼びしたいというこ
とを考えております。

香港における中国研究の聞き取りは、おかげさまでかなり蓄積ができましたので、ここら
辺でちょっとけりをつけようということで、出版準備を今年の夏から始めます。これは台湾
で中国語で発表するつもりにしております。



世界の香港研究の比較研究というのを、やや無鉄砲ではありますけれども、やってみよう
かなと思っています。香港研究の第一世代というのは、大体 1980 年代くらいから活躍し始
めて、去年までに主要な研究者が 2 人亡くなりました。できる範囲で聞き取りをやってい
きたいと思います。英語での聞き取りが多くなると思いますので、こちらのほうの出版は英
語を考えています。

比較する「中国研究」はそれぞれの国によってかなり違うんですよ。例えばインドの場合、
そもそも中国研究の担い手が外務省関連の人が多く、割と政策的なものが多い。歴史的なと
ころでインド・中国関係なんかをやっている人もいます。タイやフィリピンの中国研究の担
い手は華人が多い。中国研究なのか自分たちの華人コミュニティー研究なのか、ややわから
ないところはあるけれども、日本の中国研究のように経済もあり、歴史もあり、政治もあり、
文学も社会もありというふうに世界はなっていないという気がいたします。ロシアの場合
は、中国研究者として認められるためには、中国の古典の翻訳ができないとだめなんですね。

３．中国社会の質的研究
本来はフィールドワークで中に入ってどんどん長く時間かけて調査したいところなんで

すが、なかなか中国で農村、特にいろいろ問題抱えているところに入るのは今リスクが高い
です。村の入り口で「入るな」と言われたりすることもあるみたいで、中国での調査が困難
であるため、田原氏は、今年度はロシア・タンボフ州で農村住民の文化活動に関わる現地調
査に行きました。

私（阿古）は河南に行ったんですけど、予定していたある村に入っての調査は諸事情から
やめました。信陽師範学院につてができまして、そこは結構農村出身の学生さんが多くいま
す。信陽師範学院がアレンジしてくれて訪れた農村は、観光化されている美しい農村で体験
型農業をやったりしています。しかし、観光シーズンが過ぎてしまうとほとんどお客さんが
来ないので、結局ここの農家の人たちもそういう時期が終わると出稼ぎに行かなければい
けないような状態です。

私（阿古）は市民社会の動きとか人権問題とか権利擁護を求める活動についてもずっと注
目していて、人権派弁護士とかそのご家族にも北京でお会いしました。日本のテレビ局もこ
うした人々に関する番組をつくったりしていますけれども、そこでは当局に圧力を受けて
大変な思いをされているという部分だけがクローズアップされるんですが、実はこういう
人たちは当局と交渉しながら、グレーな空間をつくって活動しています。彼女とか彼らが集
う漢方医のお店にも行ったんですけど、そこもすごく不思議な空間で、公共のサロンみたい
な感じで、いろいろな人たちが集って、お茶飲みながらいろいろな話をして、それで体とか
心を癒やすみたいな感じの空間になっています。そこも雇われたチンピラがずっと監視し
ていますし、居民委員会で雇われた人たちが重要な会議があるときは 20 人とかバーッと入
ってきて、門のあたりをうろついたりとか、時々中に入ってきてガサ入れみたいなことをし
たりする。だけど、やられっぱなしじゃなくて、漢方の店の入り口に自分たちも監視カメラ



をつけて、何か法的におかしな取り調べのされ方をした場合は、その自分たちが持っている
監視カメラの画像を証拠として差し出すと言っています。中国のことを私は今やっている
んですけど、日本の市民社会とか民主主義と教育の関係なんかも関心を持っていて、本をつ
くろうとしているところです。

４．一帯一路
2018 年度は４月 20 日に米中経済摩擦に関する意見交換、雲南大学の畢先生をお招きし

て座談会を 11 月に開いています。このグループでは、それぞれのメンバーが一帯一路の空
間でいろいろ調査をしております。2018 年度は松田さんが中央アジアを回ってきてホルゴ
ス等に行っていますので、その報告会が 2019 年の５月 15 日にあります。私は東南アジア
等々をいろいろ見てきましたので、その報告をどこかでできればというふうに思っている
ところであります。

それから、学部生・院生向けの「書き直される中国近現代史」という授業をずっとやって
いて、それはいろいろな事情で継続していて、また平成 30 年度、31 年度も続けられます。
ＡＳＮＥＴのほうから少しお金をもらってやっています。

一帯一路に関して昭和堂さんから、『中国の世界展開とその相貌』という論文集が出る予
定になっています。すでに入稿されているのですが、あと１人だけ残っていて原稿を待って
おり、期限を切って締め切りを設定し、刊行する予定です。

５．歴史と空間
本班では先日の研究会で寺田浩明先生の『中国法制史』を神戸大学の梶谷懐先生に書評し

ていただいて議論しました。現代の研究者と歴史研究者があるテーマについて合同で議論
するという取り組みです。実施してみた結果、活発な意見交換がされましたが、同時に意思
疎通の面ではかなりハードルが高いということも相当実感しました。今回の研究会は現代
を研究している梶谷先生が歴史書を書評しました。逆に、場合によっては歴史研究の先生に
現代を取り扱ったメッセージ性のある単著を読んでいただいて、それをもとに議論すると
いうアプローチも同様に試してみたいと考えております。この作業を通じて、日本の中国研
究全体が持っている蓄積を現状分析に生かすという狙いがあるんですけれども、引き続き
こういった企画ができればと思っております。

６．中国農業・JT 受託研究
突然なぜ農業研究を始めたかというと、これはＪＴからの受託研究がきっかけとなって

おります。受託研究と並行し、隣接するテーマで自主研究としても中国の農業に取り組んで
おります。

2018 年に都合４回中国の内陸の主にたばこ産地に行きました。
写真は四川省のごく小規模な水田の一角で１畝だけたばこをつくっているという、非常



に古いタイプのたばこ産地で、農家の軒先で干したりしていて、毛沢東の吸っていた葉巻が
ここから供給されていたというようなところですね。

こうした零細な葉タバコ栽培はもう実はほぼ衰退しつつあって、現代的なたばこ産地と
いうのはこんな感じ（写真）です。200 畝（13 ヘクタール）ぐらいバーッと連続して葉タバ
コが栽培されています。おもしろいのは、これ作付けは連続しているんだけど、実際は農家
ごとにそれぞれの守備範囲があるんですよ。守備範囲があるけど、農作業の内容は煙草公司
が逐一指導するわけですね、こうやれ、ああやれと。だから、イメージとしては、個人経営
だけど自由がないコンビニみたいな農業なんですね。雲南省の昆明から少し数時間ぐらい
車で行くと、こういう風景が広がっています。

この地域の農業では共同性が高くて、合作社という組織があり、例えばタバコの苗は全部
その合作社が育てて農家が買うとか、苗を育てた後ハウスが余っているから、花をつくろう
とか、乾燥炉でキクラゲをつくろうとか、いろいろ活発にこの合作社がやっていて、葉たば
こを収穫した後乾燥するんですけど、その乾燥炉も共同です。ただ、せっかく合作社にいい
炉があるんだけど、農家が自分で乾燥することも結構あります。なぜそうなのかというのは
いま一つまだよくわからない。あと、無農薬化に結構気を使っていて、畑に蜂を放して、蜂
が害虫の体の中に卵を産むと、その害虫が死ぬというね、無農薬防虫をやっています。

一番私にとって新鮮だったのは、河南省の黄河の上の台地で、非常に乾燥したところで葉
たばこをつくっているんですけど、そういう場所なので、農民は非常に貧しいんですね。貧
しくて、かつ、だんだん高齢化しているので、だんだんやる気もあまりなくなっているよう
です。そこで、農家が請け負った土地を農業資本家に全部又貸しするんですね。貸し出して
ちゃんと地代も受け取るんだけど、同時にその大農業資本家のもとで賃金をもらって働く
と。だから、農民たちは地主であり労働者でもあります。つまり、一方には農業資本家兼村
長がいて、そのもとで地主兼労働者が働いている。こういう構図がどうやら中国の農村で急
速に広がっており、最近では全国の請負地の３割ぐらいがこうやって又貸しされていて、又
貸しされているということは、大きな経営者がやっているわけですね。それを資本家とか地
主とか労働者というあからさまな言葉で表現する人はあまりいないので気づかなかったん
ですが、なかなか驚くべき状況となっていました。

７．日立受託研究
日立製作所との共同研究で、中国のデジタル化に関する共同研究をやらせていただき、そ

の報告書を拠点のリサーチシリーズとして刊行いたしました。刊行させていただいて、本当
にありがたく思っています。これをより学術的な成果にこれからどうブラッシュアップし
ていけるか検討しております。今ちょっと考えているのは、イノベーション班みたいなもの
をつくって、箱を少しつくってもいいのかな、というような感覚はございます。当初計画に
は入っていなかったプロジェクトですので、予算は別途確保するという形を検討していま
す。


