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１．はじめに
１．１．日本の外食産業の海外進出の展開

現在，日本の外食産業はいくつかの大きな課題に直面している。その一つ

として，周知のような，新型コロナウイルスの感染拡大による，来客数の顕

著な減少と経営悪化が大きな課題としてあげられる。さらに，中長期的にみ

れば構造的ともいえる大きな課題が存在している。それは，国立社会保障・

人口問題研究所が発表した，日本の人口が，深刻な少子化の影響により

２０６０年には８，６７４万人に減少するとの予想１）に基づくものである。つまりこ

れまで経験してきた２０世紀までの人口が増加する状況とは異なり，日本で

は中長期的には深刻な人口減少が発生し，これにより必然的に外食市場規模

が趨勢的に縮小すると考えられるためである。

このように，現在の日本の外食産業界は，短期的にも，中長期的にも大き

な困難の渦中にあるといっても過言ではないであろう。

こうした厳しい日本国内の外食市場状況の中で，日本の外食産業は，本格
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的に新たな成長機会を模索するべき時期にいたっていると考えられる。その

成長機会とは，必然的に，人口増加が急速で，所得の向上も著しい海外市

場，とくにアジアの途上国，新興国市場に注目することとなろう。

こうして，早くも１９９０年前後には，一部の大手外食企業による海外進出

が皮切りとなり，多くの日本の外食企業の，中国，台湾，香港等の東アジア

市場および東南アジア市場などへの進出が開始された。こうしたなかで，台

湾へのモスバーガーの進出（１９９１年進出，その後台湾において大きく店舗

数を拡大），さらに，本稿で取り上げる，中国・台湾・アメリカ等への，「株

式会社吉野家ホールディングス」（以下では「吉野家HD」とする）の進出

（アメリカへは１９７５年進出，台湾へは１９８８年進出，中国へは１９９１年進出）

などがその一例である。

進出当初，アジア地域への進出の際に，主に対象とする顧客層としては，

現地に居住する日本人駐在員や一部の富裕層を対象としたものであったが，

その後のアジア地域全体の急速な経済発展による所得増大と，人口増大等に

伴って，アジア市場が巨大マーケットへと変貌したことにより，外食産業の

進出の際の対象顧客層は，新たに中国，台湾，香港等の地域の一般市民層向

けへと，そのサービス対象を拡大させてきたのである。

こうした日本外食企業の海外戦略の展開と，２０１３年の「和食」の世界文

化遺産への登録を契機とする世界的な「和食」ブームが合致し，口野直隆・

浜口夏帆・大島一二（２０２２）２）で述べたように，日系外食企業の海外店舗は比

較的順調に増加してきた。

こうして，海外の外食市場は，日本の外食産業にとって大きなビジネス

チャンスになりつつあるが，一方で，日本と異なる市場特徴を有する海外市

場への進出は，日本の外食企業にとって，多くの困難やさまざまな課題を有

していることも事実であろう。

２）口野直隆・浜口夏帆・大島一二（２０２２）「日系外食産業のアジア市場進出の現状
と課題 ─台湾市場への進出を中心に─」『桃山学院大学経済経営論集』６３（３），
pp３７-６３，桃山学院大学総合研究所。
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１．２．本稿の課題

このような状況下で，本稿の研究の先行研究である，前掲，口野直隆・浜

口夏帆・大島一二（２０２２）では，海外へ進出した日本の外食産業が直面する

状況を分析し，成長過程中の２０１７年と，新型コロナウイルスの感染拡大に

直面した２０２１年の海外出店状況を比較し，「進出時期が比較的早期で，企業

規模が大きい外食企業グループの海外店舗数のさらなる拡大と，進出時期が

比較的遅い中小規模企業グループの海外店舗数の減少あるいは撤退という両

極分化が進展している」という暫定的な結論を得ている。もし，この暫定的

な結論が正しければ，具体的に比較的順調に事業を拡大している大手外食企

業グループにおいては，どのような具体的な要因から海外事業の拡大を可能

にしているのか，という新たな疑問が生まれることになる。

ここで，海外事業規模が比較的大きい外食企業の中には，海外売上比率が

高く，すでに経営の柱の一つになっているような外食企業も存在する。例え

ば日本を代表する外食企業の一つといえる吉野家HDはその一つである。吉

野家HDは，後述するように，日本国内の店舗展開と並んで，中国，台湾，

香港，東南アジア，アメリカ等において比較的順調に店舗展開を進めている

が，その要因はいかなるものなのか。

そこで，本稿では，吉野家HDの海外事業の展開を研究事例として取り上

げ，以下の点を中心に分析する。①海外における店舗展開と収益力の推移，

さらには今後の課題，②直営店展開とFC展開の効率的な運用の実態である。

以下，本稿では吉野家HDがこれらの戦略を用いて，中国，台湾，香港等の

外食市場において，どのように展開してきたのかを検討し，日系外食企業の

海外戦略のポイントと，この厳しい状況下における生き残り戦略の課題につ

いて考察していく。

本稿作成にあたって，２０２１年９月末および２０２２年２月上旬に吉野家HD

関係者，台湾地域統括責任者を対象としたヒアリング調査を実施した。
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１．３．吉野家HDの事業概要

吉野家HDは，創業１２０年を超す大手外食チェーンである。展開する主な

ブランドは牛丼の吉野家と，はなまるうどんであり，それぞれ株式会社吉野

家，株式会社はなまるが展開をしている。

企業規模としては，資本金１０２億６５００万円，２０２１年連結決算時点では，

グループ従業員数１７，４３８人，売上高１，７０３億円である。２０２０年の外食上場

企業の中で，売上高は国内第５位３）であり，国内外の連結子会社は４６社，持

分法適用関連会社５社４）で構成され，２６の国と地域で合計３，１６８店を展開し

ている。

現在の事業セグメントは，①吉野家，②はなまる，③海外の３つであり，

それに属さない事業をその他として分類している。２０２１年２月期決算時点

でのセグメントごとの店舗数及び売り上げは，①吉野家１，１８９店１，０５６億

円，②はなまる４９０店２０３億円，③海外９６５店１９５億円であり，その利益

は，①吉野家４１億円，③海外５．７億円であり，②はなまるは３１億円の損失

であった。第１図にあるように，①吉野家事業が売上の６割以上を占めてお

り，吉野家HDは基本的に国内の吉野家事業に依存している状況であると考

えることができる。

利益構造としては，各事業で数字を公表していないので詳細を把握するこ

とは難しいが，吉野家HDとしては原価率が３５％ 前後，販管費が６２～６３％

である。販管費の内訳は４０％ 強が人件費関連，１５％ 前後が地代家賃と店舗

の維持コストであり，営業利益率が１～２％ と低水準となっている。そのた

め，牛肉や米等の食材の高騰とパート・アルバイトの人件費高騰による経営

環境の中で，利益率の確保が必須であり，様々な取り組みが始まっている。

吉野家HDではテクノロジーを活かした業務負担の削減５）を事業成長のため

３）１位ゼンショーHD，２位すかいらーくHD，３位日本マクドナルドHDグローバル
HD，４位Food&Life Companies（前スシローグローバルHD）。

４）主な持分法適用会社はSushi kin Sdn. Bhd. 深圳吉野家快餐有限公司である。
５）AIを活用した勤務シフトの自動作成の他に，ナノ釉薬を使って汚れが落ちやす

い食器，全自動食器洗浄ロボットなどが取り入れられている。複雑な店舗オペ
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のキーワードとしてあげているが，その取り組みの一例としては，セコム，

エクサウィザーズと共同開発をしたAIを使ったシフトの自動作成が考えら

れるだろう。このシステムは店舗の業務負担削減と生産効率を高めるのに役

立っており，将来的にはシステムを外販し収益化する事業とすることも見込

んでいるようだ６）。

つぎに日本国内での企業活動の沿革を見ていこう。

吉野家HDの前身である吉野家は，１８９９年（明治３２年）に日本橋の魚市

場の中に個人商店として創業。魚市場の築地移転に伴い１９２６年に築地に移

転，１９５８年に株式会社吉野家を設立している。１９６８年からは国内で多店舗

展開を開始したが，１９８０年には１２０億円の負債を抱えて会社更生法を申し

立ていったん倒産した。１９８３年に更生計画が認められ，セゾングループが

レーションを簡便化・効率化させて労働力の確保と生産性の向上を図る狙いがあ
るようだ。

６）週刊ダイヤモンド２０１８年１１月１７日第１０６巻４４号p．３３ インタビュー記事を参
考にした。

第１図 吉野家HDの事業別の売上と店舗数の比較（２０２０年）

注：外円が店舗数の構成比であり，内円が売上高の構成比である。
資料：２０２１年２月期決算 吉野家HD有価証券報告書を基に著者作成。

日系大手外食チェーンの海外進出の進展と課題 ５



資本参加をして再スタートを切っている。そして１９８８年吉野家ディー・ア

ンド・シーに商号変更した後，２０００年東京証券取引所第１部に上場した。

株式会社吉野家ディー・アンド・シーは，吉野家を中核に，国内吉野家，

海外吉野家，国内事業の３事業に分けて展開をしていたが，外食産業の競争

の激化に伴い会社分割によって持株会社化し，２００７年１０月１日に現在の吉

野家HDが誕生した。その際には，吉野家事業は１００％ 子会社の株式会社吉

野家に全て継承されている。２００７年に吉野家HDが誕生した当時，事業は多

角化しており吉野家関連７）の他に連結子会社として，カレーうどん専門店，

中華・洋食デリバリー，持ち帰り寿司，たこ焼き，たい焼，店舗の設計・維

持管理などを展開していた。当時の事業区分としては，牛丼関連事業，寿司

関連事業，スナック関連事業，その他飲食事業，その他の事業の５事業で

あった。

以下第２図は吉野家HDとしての売上と連結決算の利益の推移をグラフに

したものである。営業利益が増減しているのは，リーマンショックによる景

気の悪化，個人消費の低迷，円安による原料価格の上昇，人件費の増加，新

型コロナウイルス感染拡大などに起因するものが多いが，様々な事業を抱え

７）吉野家の関連では，国内の株式会社吉野家の他にヨシノヤ・アメリカ・インク，
台湾吉野家股份有限公司，上海吉野家快餐有限公司，深圳吉野家快餐有限公司が
あった。

第２図 吉野家HDの売上と営業利益推移（単位：百万円）

資料：吉野家HD有価証券報告書を基に著者作成。
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たために店舗撤退による損失等の影響も多く受けている。

事業が増えた理由としては，吉野家が長く売上の主軸であったために，他

にも利益を生み出す業態を得ようとして，M＆Aを押し進めた結果であると

考えられる。２０１１年２月の決算時の事業セグメントは，持株会社化した時

から更に増え，ステーキ関連事業，うどん関連事業を加えた７事業を抱えて

いた。グループとしてのシナジー効果を得るべく，２０１０年にはグループ商

品物流プロジェクトを立ち上げ，商品調達コスト低減や物流のグループ統合

化に向けた物流改革を実施する一方，間接業務の効率化を図る施策の一つと

して東京都北区への本社移転などを行っている。２０１７年にはグループ企業

はなまるうどんとのコラボ企画である「はしご定期券８）」を開催している。

しかし第３図に示すように，吉野家事業に依存する体制は変わらなかっ

た。そのため，吉野家事業への依存から脱却するためにも，成長する海外市

場への取り組みが更に求められると考えられる。

８）吉野家とはなまるうどんの，初めてのコラボ企画として３００円で販売されたもの
である。吉野家では期間中に丼・定食・皿・カレーが何度でも８０円引きとなり，
はなまるうどんは１杯ごとに天ぷら１品が無料になった。

第３図 報告セグメントの利益内訳推移（単位：百万円）

資料：吉野家HD有価証券報告書を基に著者作成。
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現在では事業の集中と選択が行われ，主な事業区分としては，前述の①吉

野家，②はなまる，③海外事業の３事業に絞り込まれている。

本稿では，主に吉野家事業と海外事業に焦点を当て，検証していくもので

ある。

２．吉野家事業の展開
このように吉野家HDの事業の柱となっている吉野家事業であるが，株式

会社化した１９５８年以降，大きく２回の困難に直面してきたといえるだろう。

１回目は１９８０年の前述した倒産であり，２回目はBSE問題でアメリカ産牛肉

の輸入停止が発生した時期であった。

１９８０年の倒産については，吉野家HD会長の安部修仁氏へのインタビュー

の中でその原因が書かれている９）。

従来から吉野家は，「うまい，やすい，はやい」をキャッチコピーに牛丼

の単品メニューだけで人気を博してきた。そして，１９６８年に２号店を出店

してからはフランチャイズで急速に多店舗化を進め，１９７７年に１００店舗を

達成，そのわずか１年後には２００店舗に規模を拡大し，更に３００店舗を目指

していた。しかしこの急激な増加にヒト，モノ，カネが追い付かなかったよ

うである。

つまり，急激な需要拡大によって農産物の仕入れ価格が上昇し，求める品

質のものが調達できなくなった。とくに牛肉は国の輸入量の制限が存在した

ために仕入量の不足が発生，その結果，輸入量制限の対象にはならないフ

リーズドライの冷凍乾燥肉１０）を牛丼に混ぜ，その割合を増加させていったの

である。一方で急激に人員や店長が必要となったが，十分な社員教育の時間

もなく，スキルの低いスタッフが増えていった。そして出店の是非を十分に

検討せずに店舗を増やしたために赤字店舗が増加した。これらの複合的な要

９）フードビズ編集部（２０２０）『外食はやっぱり楽しい』株式会社エフビー pp.２２５-
２４９

１０）フリーズドライの冷凍乾燥肉については，当時まだ技術的に確立していないもの
であったが，牛肉の中に最終的には３０％ 程度混ぜて提供していたようである。

８ 桃山学院大学経済経営論集 第６４巻第２号



因が倒産の原因となっていったのである。１９８０年７月１５日に会社更生適応

申請をした後，再建セールやありがとうセールで成功を収めたことが会社再

建の起爆剤となり，１９８７年に更生債権が３カ月繰り上げて弁済が完了とな

り吉野家は復活した。

吉野家にとって２回目の困難であるBSEの牛肉については，２００３年１２月

２４日にアメリカでBSE発生の報道を受けて輸入が全面停止となった事件に

端を発するものである。アメリカ産牛肉の使用率が高い吉野家では，以前か

らオーストラリアやブラジル等の産地の様々な種類の牛肉を検討していた

が，アメリカ産の穀物肥育牛が最適であるという結論を得ていた１１）。そのた

め２００４年２月で牛肉の在庫がなくなるとともに牛丼販売の休止を余儀なく

された。これ以降，２００６年に牛肉輸入が再開されるまでの２年間は牛丼に

代わるカレー丼，豚丼，いくら丼等，様々なメニューを投入し，牛丼が停止

した初年度は赤字だったものの，次年度からは吉野家単体で黒字を達成させ

ている。

このような困難に加えて，リーマンショックによる景気の冷え込みや，円

安による原価上昇など環境の困難もある中で，吉野家の国内事業は毎年２０

～３０店の出退店があり，スクラップ＆ビルドを続けながらも店舗数は１２００

店前後を維持している。例えば２０１８年から２０１９年の１年間は３店の増加だ

が，内訳としては出店が２９，退店が２５，移管が１となっている。しかし全体

としては，国内での主要地域における店舗展開はほぼ終えていることから，

今後は国内での店舗数の大きな拡大は見込めないであろうと考える（第４図

参照）。

なお，吉野家の店舗展開の方法については，直営とフランチャイズの併用

となっている。２０２１年２月末時点でのフランチャイズ店は６８店のみであ

り，全体の約６％ にとどまる。現在でも積極的なFC募集は行っていない１２）。

１１）「牛丼を出せなくても吉野家が黒字を確保できた「たったひとつの理由」」
『PRESIDENT Online』２０２０年１１月１７日https://president.jp/articles/-/41796?
page=3 を参考。

１２）吉野家HD提供の２０２１年１０月１３日公開 Shared Researchレポートによる。

日系大手外食チェーンの海外進出の進展と課題 ９



この直営とFCの選択については，のちに考察する。

現在国内の吉野家において進められている主な取り組みとしては，常連客

の来店頻度を上げ，新規顧客の取り込みを行うコア＆モア戦略と，コスト削

減への取り組みである。例えばコアの戦略として常連の４０～５０代の男性顧

客の来店頻度を高めるためのメニューの開発がある。一方モアの戦略とし

て，顧客層を女性やファミリーなどに広げるために店内レイアウトの変更，

テイクアウトの拡充，ピークタイム以外の朝食やアルコール提供の強化

（「吉呑み」）の開始，そしてフードデリバリーの取り組みや冷凍食品事業等

が挙げられるだろう。店内レイアウト変更については，従来の馬蹄型のカウ

ンタースタイルの新造を停止し，クッキング＆コンフォート店舗や，狭小ス

ペースでも快適性を向上させたジグソーカウンター１３）へのフォーマットの転

換を進めている。この取り組みが女性やファミリー層を取り込んだ客層の拡

大や，売上高・客数の増加，労働負荷の減少と生産性の向上につながってい

１３）クッキング＆コンフォートは，各テーブルで食事が出来るセルフサービスのカ
フェのようなスタイルである。ジグゾーカウンターは従来の横一列に座る形では
なく，カウンターにジグザグの切り込みがあり，人との距離や視線が気にならな
いように配慮されている。

第４図 国内店舗数と国内売上の推移（単位：百万円）

資料：吉野家HD有価証券報告書を基に著者作成。
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る。実際に改装後の店舗では売上高で１０％ 前後，テイクアウトは３割程度

伸びたという検証結果となっているようだ。

テイクアウトとデリバリーについてはコロナ禍で需要が急上昇している。

２０２０年の規模はテイクアウトでは４００億円を超え，２０１８年対比で１．５倍に

拡大，デリバリーは２０１８年対比２５倍の３０億円弱，対応店舗も７５１店に拡

大させており，コロナ禍前の顧客層拡大の取り組みがコロナ禍で一層の成果

を上げたといえるだろう。

３．海外進出の進展
３．１．海外事業の沿革

海外での取り組みとしては，アメリカの進出が最も早く，１９７３年にUSA

吉野家を設立している。当初は牛肉の直接買い付けを目的として会社を設立

したが，１９７４年に日本政府が牛肉の輸入を開始したことから，買い付けに

代わる業務として外食店の展開となったようである。１９７５年にはアメリカ１

号店を開店し１９７７年にアメリカ２００店舗拡大を目指してヨシノヤ・ウエス

トを設立１４），それ以降，台湾，香港，北京，シンガポール，タイ，韓国，イ

ンドネシア，フィリピンなどアジアを中心に様々な国・地域に展開してい

る。

海外店舗数の拡大と売上の伸びをまとめたのが，次ページ掲載の第５図で

ある。

２００９年以前の売上については，全体の売上の１０％ に満たないことから報

告書に記載がされていないため，２０１０年以降のデータを用いている。海外

店舗の順調な増加に伴い，売上も拡大していることがわかるだろう。有価証

券報告書によると売上を左右する要因としては，円高や人件費の高騰が挙げ

られている。２０２０年以降は新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けてい

るが，その影響の規模は国によって大きく異なる結果となっている。例えば

１４）アメリカでの展開について，日本での倒産に伴いアメリカでも会社破産法を申
請，８３年再生計画許可が決定，８５年には会社更生完了となっている。
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アメリカではテイクアウトやデリバリー需要が底堅く，既存店の売上は前年

比の水準まで回復している。また，中国でも経済活動再開が早い段階で進め

られたため，それに伴い売上は前年水準まで回復傾向にある。しかしアセア

ン諸国では休業や営業時間短縮の影響が長引き大幅な赤字となっている。

このように，利益の増減の要因を見ていくと，国内の吉野家と海外の吉野

家では戦略的に対応すべき課題が異なることがわかるだろう。国内の吉野家

は，店舗数の増減が少ない中で前述したような“コア&モア”戦略などで顧

客の獲得に注力している。一方の海外では，店舗数が増加すると売り上げも

増加する成長期にある中で，店舗数を増やし，利益を拡大させるための戦略

が必要となる。そして利益に大きく影響を及ぼすのが原価や家賃の他に円

高，人件費の高騰，そして新型コロナウイルスへの対応等といった各地域に

よって異なる独自の問題である。また人件費も国の政策で変わるため，それ

ぞれの国の状況を把握した上で，より現地に適した形での展開が求められる

といえる。

第５図 海外店舗数と海外売上拡大の推移（単位：１００万円）

資料：吉野家HD有価証券報告書を基に著者作成。
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３．２．国・地域別の海外展開方法

では，吉野家HDはどのような形態で海外展開を進めているのであろう

か。展開方法を詳しく見ていくと，合弁会社設立やフランチャイズ，直営，

合弁など，国・地域ごとに異なる様々な形態で進出していることがわかる。

国・地域ごとに進出年と特徴及び店舗数をまとめたのが以下の第１表であ

る。

第１表 吉野家HDの海外事業の展開（中国以外の国と地域）

国・地域
進出形態 沿革

アメリカ
直営とFC

１９７５年デンバーに１号店を開店。
２００８年ヨシノヤ・アメリカ・インクに社名変更。
現在店舗数：吉野家１０３店
馬蹄型のカウンタースタイルが受け入れられず，ハンバーガーチェーンによ
くあるウォークアップ型の店舗で展開を開始した。

台湾
直営

１９８７年台湾吉野家股份有限公司を設立，８８年に台北に１号店を開店。
現在店舗数：吉野家６０店
カウンタースタイルを９３年から全店ウォークアップスタイルに転換。

香港
FC

１９９１年合弁会社香港吉野家快餐有限公司を設立し，１号店を開店。
現在店舗数：吉野家４５店
店舗当たり平均利用客数は世界一。

フィリピン
FC

１９９１年進出。
２０２１年Yoshinoya International Philipines Inc.とジョリービーフーズコーポ
レーションが合弁でJOLLIBEE YOSHINOYA INC.を設立。
現在店舗数：吉野家３店，今後１０年で５０店舗への拡大を目指す。

インドネシア
FC

１９９３年進出。
２００９年PT.MULTIRASA NUSANTARAとフランチャイズ契約。
現在店舗数：吉野家１３０店

タイ
FC

１９９４年進出。
２０１０年CENTRAL RESTAURANTS GROUP CO.,LTDとフランチャイズ契約。
現在店舗数：吉野家２７店

シンガポール
FCから直営に
転換

１９９７年Wing Tai Investment & Developmentとフランチャイズ契約。
２０１６年アジアヨシノヤインターナショナルが全株式取得，連結子会社化。
現在店舗数：吉野家１１店

カンボジア
FC

２０１３年MEAS DEVELOPMENT CO.,LTD.とフランチャイズ契約。
現在店舗数：吉野家２店
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ベトナム
FC

２０１９年V Lotus Holdings Join stock Companyとフランチャイズ契約。
現在店舗数：吉野家１店

資料：吉野家HD有価証券報告書およびHP等を基に著者作成。

中国では各地で嗜好が異なるために，地域によってパートナー企業が異な

るという進出形態を取っている。現在は１６の省・市・自治区で展開してお

り，直営とFCの形態がそれぞれ異なる。１１店舗以上を展開している地域を

抜粋したものが以下の第２表である。尚，FCの展開で１１店以上を抱えてい

るパートナーはHop Hing Group Fast Food Limitedのみであり，北京の他に

周辺地域も展開している。

一方直営は，深圳市，青島市，武漢市などの大都市および四川省などで展

開があり，店舗数は多くないものの，デリバリー専門店のテストや，今後の

中国展開の鍵としての位置づけでプロモーションを行う等，新しい取り組み

や情報発信の場としての活用が目立つ。

第２表 吉野家の中国での展開

地域 沿革

北京市
FC

１９９１年Hop Hing Group Fast Food Limitedとフランチャイズ契約。
２００６年５０店，２００９年１００店，２０１２年２００店と急成長中。
現在店舗数：２６６店

遼寧省
FC

Hop Hing Group Fast Food Limitedによる展開。
現在店舗数：９６店

内モンゴル自治区
FC

Hop Hing Group Fast Food Limitedによる展開。
現在店舗数：１５店
メニューや店舗デザイン，サービスなどは中国の他地域と同様だが，
看板には漢字とローマ字以外に，モンゴル文字も併記されている。

黒竜江省・吉林省
FC

Hop Hing Group Fast Food Limitedによる展開。
２０１１年１号店開店。
現在店舗数：２５店

安徽省
FC

Hop Hing Group Fast Food Limitedによる展開。
２０１９年１号店開店。
現在店舗数：１２店

上海市
直営，FC

２００２年合弁会社上海吉野家快餐有限公司設立。
現在店舗数：１５店
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青島市
直営，FC

２００２年吉野家餐飲管理（上海）有限公司青島分公司設立。
現在店舗数：２１店
吉野家とはなまるうどんのコラボ店や，現地化商品の積極的投入等
新しい取り組みを進める。

深圳市
直営，FC

２００４年深圳吉野家快餐有限公司を設立。
現在店舗数：吉野家４５店

福建省
直営

２００８年福建吉野家快餐有限公司を設立。
現在店舗数：吉野家１１店

武漢市
直営

２０１４年吉野家餐飲管理（武漢）有限公司を設立。
現在店舗数：吉野家２５店
デリバリー専門店の実験に着手。

四川省
直営

２０１７年吉野家（四川）餐飲管理有限公司を設立。
現在店舗数：吉野家１２店
今後の吉野家の中国における展開の鍵となるエリアと位置づけ。

資料：吉野家HD有価証券報告書およびHP等を基に著者作成。

なぜこのように国，地域によって展開方法が大きく異なるのだろうか。前

提として，吉野家は海外のフランチャイジーから展開の話を持ち掛けられて

その地域に進出するケースが非常に多いこと，そして中国においては法規制

により，外資系企業の進出時は合弁の形を取らなければならない規制が存在

したことの２点がある。つまり吉野家の海外進出マップに沿って進出する場

合は直営が選択肢となるが，それ以外の場合は合弁かFCの展開となる。合

弁の中でも，マジョリティー合弁，マイノリティー合弁，３社合弁などの形

があるが，合弁相手との関係や会社の規模で判断している。

展開する地域を決める場合の判断については，会社独自の３つの指標を設

けている。当該国・地域の法規制の有無，世界的なファストフードチェーン

の進出の有無，将来的な店舗数の予測の３つの指標であり，それを全体的に

勘案した上で進出の判断を行っている。具体的には，吉野家はマクドナルド

やケンタッキー・フライド・チキンのような世界的なチェーン店をベンチ

マークの指標としており，自らマーケットをゼロから開拓するのではなく，

既にファストフードが認知され食生活に取り込まれている地域に進出する傾

向がある。店舗数としては，ファストフードチェーンである以上，店舗数を
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拡大し低コストの維持を図るのが命題であるため，一般的には単一資本で

１１店舗以上ある事がチェーン店の定義とされている。その為，吉野家でも

この基準を適応し，将来的な店舗数は１１店舗以上を目指していると考えら

れる。更に，会社独自の指標としては物件開発能力，食材の調達，現地従業

員の教育，以上３点の評価基準を設けており，合弁先の判断についてはこの

指標の上に，飲食経験の有無等が勘案される。

一方，シンガポールのようにFC展開から途中で直営に変更したところも

あるが，これは本社主導のメニューや企画を試すことのできる店舗が求めら

れていたことと，インドネシアやタイ等東南アジア諸国はシンガポールから

の波及効果が高いことの２点を戦略的に勘案した結果である。また，韓国や

オーストラリアの事例のように，アジア通貨危機等の経営環境の変化によっ

てオーナーの本業の経営が悪化し撤退に至ったケースもある。ではここで，

各国における店舗数の推移を見ていきたい。

海外店舗数は，２０２１年２月決算時点では，吉野家９４７店，はなまる１８店

の合計９６５店である。ではコロナ禍の前後での増減はどのようになっている

のだろうか。次の第３表では吉野家の国・地域別の店舗数と，２０１９年から

２０２１年の増減を示した。その中の増加店舗数は，北京１９店，安徽省１４店，

インドネシア１５店，タイ８店である。一方で台湾は２０店，香港では１６店

減少させている。各国・地域ごとの収益が公表されていないために比較する

ことはできないが，店舗数の増加が売り上げの拡大に直結していることを単

純化して考えると，店舗数の減少が売上の減少に直結しているといえるだろ

う。

増加している地域，減少している地域に共通した特徴はあるのだろうか。

まずは店舗数が増加した北京，タイ，インドネシアの展開方法を見てみよ

う。以下，第４表に３地域・国における展開方法と提携先の相手の情報をま

とめている。

このように，店舗数を拡大した北京，インドネシア，タイでは飲食の経験

が豊富な業界最大手と組み展開していることがわかる。現地の情報に精通し

１６ 桃山学院大学経済経営論集 第６４巻第２号



た業界大手のパートナーが，コロナ禍であっても状況に応じた対処ができる

ために，新型コロナウイルス感染拡大という異例の事態の中でも店舗数を増

加させているといえるのではないかと考えられる。

海外進出の形態については，吉野家が独自で決めているのではなく，パー

トナーとなる企業からのオファーに基づいて進めているために，日本側だけ

国・地域 展開方法 ２０１９年１２月 ２０２０年１２月 ２０２１年１月 増減
１ 中国 混合 ５４４ ５５１ ５８２ ３８
２ インドネシア FC １１５ １２７ １３０ １５
３ アメリカ 混合 １０３ １０６ １０３ ０
４ 台湾 直営 ８０ ７３ ６０ -２０
５ 香港 FC ６１ ５１ ４５ -１６
６ タイ FC １９ １９ ２７ ８
７ シンガポール 直営 １３ １１ １１ -２
８ フィリピン FC ９ ３ ３ -６
９ マレーシア 直営 ８ ３ ０ -８
１０ カンボジア FC ２ ２ ２ ０
１１ ベトナム FC ０ １ １ １

第３表 国・地域別の展開方法と店舗数の推移

資料：吉野家HDのHPおよび有価証券報告書等を基に著者作成。

国・地域 FC運営企業 内容

北京
Hop Hing Group Holdings
Limited（合興集団控股有
限公司）

中国有数の外食企業であり，吉野家の他にアイス
クリームチェーンのDairy Queenを展開。
北京の他に安徽省，河南省，黒竜江省，内モンゴ
ルなどにも展開している。

タイ
CENTRAL
RESTAURANTS
GROUP CO., LTD

多くの日系企業と提携する，タイ国内最大手企業
グループ。ミスタードーナツ，KFC，大戸屋，か
つや，てんや，などの外食の他に，ファミリー
マートやマツモトキヨシも手掛ける。

インドネシア PT. MULTIRASA
NUSANTARA

インドネシア国内で有力な華僑系企業である
Wings社と，食品，海産事業を手掛けるCPインド
ネシア社が，それぞれ５０％ を出資する合弁会社。
インドネシア国内で吉野家店舗展開を行うために
設立された。

第４表 ３ヶ国・地域における提携先

参照：吉野家HDのHPおよび有価証券報告書等を基に著者作成。
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が希望しても進出対象国・地域の大手パートナーと合弁事業を展開すること

は困難であろう。しかし，新型コロナウイルス感染拡大のような異常事態を

想定すると，合弁やFCのように，現地により精通したパートナーに現地で

の対応を任せることは一つのリスク管理になると考えられる。

一方でFCの展開を困難にしている課題としては，ロイヤリティの確保や

ブランドの維持が挙げられるだろう。まずロイヤリティについて考えてみた

い。前掲第１図で示した通り，２０２１年２月期決算時点の売上は，国内吉野

家１，１８９店１，０５６億円，海外９６５店１９５億円であり，その利益は吉野家４１

億円，海外５．７億円であった。店舗当たりの平均売上を見てみると，国内は

約８９００万円，海外は約２０００万円である１５）。売上に占める利益の割合につい

ては，国内は３．９％，海外は２．９％ と差が出ている。正確には判断できない

が，日本と海外でこのように大きな差が出る背景には，日本では直営が多い

のに比べて海外ではFCが多く，ロイヤリティの回収ではそれほど利益が伸

びないためだと考えられる。

次にブランド維持としては，海外のパートナー企業では売上を維持するこ

とが優先事項となりがちであり，それを日本側がどこまで認められるかが課

題となる。例えば，アメリカ産牛肉がBSE対応のために輸入困難となった際

は，日本においては最適な味を追求してアメリカ産が入手できるまでは牛丼

の提供を停止にしたが，国外ではそのように徹底するのではなく，パート

ナー企業の経営維持のためにアローアンスの範囲内で提供できる味が追求さ

れた。そのため本来は米国産牛肉に合うタレが使われていたが，オーストラ

リア産の牛肉に合わせたタレが新たに開発された。全く同じ味にはならない

が，納得のできる味になるまでに開発は１年を要したといわれる。このよう

に吉野家では，牛丼含むメイン２，３品のメニューは全世界共通として同じ味

を提供するように日本本社が規定しており，ブランドの維持に力を注いでい

１５）海外においてブランド毎・地域毎のデータは無いものの，９６５店のうち吉野家
９４７店，はなまる１８店であり，はなまるの割合は海外店舗の２％ に満たない為，
区別せず売上，利益を９６５店の店舗で除したものである。
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る。しかしそれ以外のメニューについては，各国・地域の現地の判断での展

開に任せており，積極的に味の現地化を進めることでブランド維持と売上の

維持を成立させているといえる。

それでは直営で展開をしている台湾について，次に詳しく見ていきたい。

４．台湾での事業展開と課題
アジアで最初に進出し，当初から直営形態で展開してきた台湾において

は，どのような戦略を実施しているのか。２０２１年９月と２０２２年１月の２度

にわたりオンラインで聞き取り調査を行った結果を基に考察していきたい。

吉野家HDの台湾戦略については，１９８７年に設立された台湾吉野家股份有

限公司が一貫して展開しており，聞き取りをした２０２１年９月時点の店舗数

は６３店である。進出当初は日本のスタイルそのままに，馬蹄型のカウン

タースタイルで提供をしていたが，１９９３年から全店ウォークアップスタイ

ルに転換をした。当初は商品単品の専門店は少なかったが，徐々にカレーや

豚カツなどの専門店スタイルも増え，食文化やスタイルの変化に伴った対応

を行っている。現在展開しているのは，牛小路１６）と吉野家の２ブランドであ

る。

その他のコロナ禍の影響としては，人々の生活スタイルの変化と，飲食店

営業の規制の対応による経営への影響があるようだ。生活スタイルの変化と

しては，学生の学校・塾がオンラインに切り替わったために，今までター

ゲットとしていた学校・塾に通う学生の利用が減少したことが大きな要因と

なっている。また，フードコートや病院内１７）にある店舗も多く，コロナ禍で

人流が変わったために来客が大幅に減ったことも重要な要因である。一方規

制への対応としては，席同士の間隔を空けたために席数が減り，回転率が低

１６）台湾独自で展開しているブランドである。接待で使うような，すき焼きとしゃぶ
しゃぶ料理の高級店である。

１７）台湾では病院内に大きなフードコートが併設されている。入院患者に家族が付き
添いで泊まり込む必要が有り，患者と泊まり込みの家族分の病人食が提供されな
いので，フードコートで食事をする需要が多かった。しかし新型コロナウイルス
感染拡大でそのようなスタイルが変わったとされる。
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下した。このような環境の中で，経営基盤の強化を目指してスクラップ＆ビ

ルドを進めており，２０１９年には８０店程度あった店舗を，現在は６３店舗ま

で減らしている。

吉野家の台湾における取り組みとしては，メニューの現地化が挙げられる

だろう。吉野家の海外店舗では，日本のレシピをそのまま適用した牛丼，ア

メリカで人気のチキン丼，牛丼とチキンのコンボ丼の３つを鉄板メニューと

して固定し，それ以外は現地化が推奨されている。台湾でも季節のメ

ニュー，日本のメニュー，激辛メニュー等があり，日本人の味覚では把握で

きない辛味の区分があるために，現地人がメニュー開発にも取り組んでい

る。しかしメニューが多くなりがちなために核になる商品を選び，絞り込む

ことも課題となっているようだ。

実際に現在展開されているメニューを見ると，季節限定や今月の一品など

限定メニューと定番メニューの展開があり，３月限定メニューは韓国料理の

トッポギ丼であり，辛いメニューの一つである。季節のメニューではしらす

丼と牛丼またはしらす丼と牛丼のコンビである。朝食は５時～１０時半まで

展開している。原材料の原産国としては，牛肉や鶏肉等はアメリカである

が，豚，海鮮，野菜や米などは台湾現地のものが使われている。吉野家は当

初，日本から国内商社を通して食材を輸入していたが，途中で台湾企業から

調達する物流ルートを築き上げている。そのため，現地の情報網から独自の

情報も得やすく，台湾人に人気のメニューの開発にも一役買っているといえ

るようだ。例えば２０２１年にヒットした鰻丼も独自ルートで鰻を多く仕入れ

ることができたためであり，現地のネットワークを活用することでより現地

化したメニューを開発することができ，それが売り上げ拡大の鍵となってい

るともいえるだろう。

前述の先行研究である，口野直隆・浜口夏帆・大島一二（２０２２）では，海

外へ進出した日本の外食産業が直面する状況を分析し，成長過程中の２０１７

年と，新型コロナウイルスの感染拡大に直面した２０２１年の海外出店状況を

比較し，「進出時期が比較的早期で，企業規模が大きい外食企業グループの
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海外店舗数のさらなる拡大と，進出時期が比較的遅い中小規模企業グループ

の海外店舗数の減少あるいは撤退という両極分化が進展している」という暫

定的な結論を得ていた。今回の事例のように進出時期が比較的早期であれ

ば，このように独自の強固な物流ルートを構築し，現地人の嗜好に精通する

事が可能となり，それが後続の進出企業との大きな違いだと考えられる。

現在の吉野家HDが，台湾において主に出店しているエリアは，台北市や

新北市であり，台中市，高雄市，台南市など南のエリアでは５～１０店舗の増

減を繰り返している。南のエリアの拡大の難しさは，台北エリアと異なる独

自の味覚と，立地条件が適した物件の少なさなどがあるようだ。そのため今

後は台北エリアに注力する事が検討されているようで，どのように収益事業

を確保していくのかが課題となる。店舗数を拡大させながらリスクを最小限

にとどめる拡大の形として，新たにFC加盟店を募集するようなことも選択

肢となりうると考えられる。

５．まとめにかえて
本稿では，吉野家HDの海外事業の展開を研究事例として取り上げ，以下

の点を中心に分析してきた。

まず，吉野家HDの海外における店舗展開と収益力の推移については，新

型コロナウイルス感染拡大以前は比較的順調に海外店舗数の増大がみられた

が，拡大以降は各国・地域の市場状況によって，収益の増減および店舗数の

増減に大きな差が発生している。世界的に新型コロナウイルス感染拡大後の

事業展開が注目される中，今後の吉野家HDの戦略が注目されよう。

また，本稿の今一つの関心は，合弁・直営店・FC等の，各地域での経営

展開方法の相違が，海外展開の成否にどのような影響を与えているのかにつ

いてであった。ヒアリング調査結果からは，当然ながら吉野家HD側の戦略

が一定の影響を与えているものの，より重要な要因として，進出先国・地域

側の経済事情，とくに現地における合弁相手企業の協力体制，法規制などが

大きな影響を与えていることが明らかになったといえよう。かつて，口野直
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隆・大島一二（２０１６）１８）では，吉野家HDと同様に，タイ，台湾等に進出した

大戸屋HDの事業について分析しているが，ここでも進出先国・地域の合弁

相手との関係強化と，直営からFCへの転換による資金調達が海外事業拡大

に重要な影響を与えたことを指摘している。日本の外食産業の今後の海外展

開の成否を考える上で，この点にさらに注目する必要があろう。この進出形

態の選択については，さらに別事例の調査を進め，研究を深めていく必要が

あると考えられる。
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Progress and Challenges in Overseas Expansion
by Major Japanese Restaurant Chains
Focusing on Yoshinoya HD’s Taiwan Business

KUCHINO Naotaka
HAMAGUCHI Natsuho

OSHIMA Kazutsugu

Currently, the restaurant industry in Japan is facing several major
challenges. One of the major challenges is the significant decrease in the
number of customers and the deterioration of business due to t-he spread
of the new coronavirus infection, as is well known. In addition, there is a
major issue that can be considered structural in the medium to long term.
The population of Japan is expected to decline to 86.74 million by 2060 due
to the serious decline in birthrate, and this is a serious problem of
population decline (i.e., market contraction). In other words, unlike the
population growth we have experienced up until the 20th century, Japan is
expected to experience a serious population decline in the medium to long
term, which will inevitably lead to a contraction in the restaurant market.

In the midst of these severe conditions in Japan’s restaurant market, the
time has come for Japan’s restaurant industry to seek new growth
opportunities in earnest. The growth opportunities will inevitably be in
overseas markets, especially in developing and emerging markets in Asia,
where population growth is rapid and incomes are rising rapidly.

This paper takes up Yoshinoya HD’s overseas business development as a
research case and analyzes it with a focus on the following points. This
paper will focus on the following points:（1）overseas store development,
trends in profitability, and future issues, and（2） the actual situation
regarding the efficient selection of direct store development and franchise
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development.
This paper will examine how Yoshinoya HD has used these strategies to

develop its business in the restaurant markets of China, Taiwan, Hong
Kong, etc., and discuss the key points of the overseas strategies of
Japanese restaurant companies and the challenges of survival strategies
under these difficult conditions.
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１．はじめに
近年，中国では市場経済の発展と農業産業化の推進に伴って，地域ブラン

ド構築への関心が高まっている。この背景には，農産物の生産面と販売面の

二つの必要に迫られていることがあると考えられる。

つまり，農産物の生産面においては，生産者の高齢化や担い手不足の状況

の下で現在の技術水準を維持・向上しなければならない制約，さらに産地偽

装問題や農薬・化学肥料の大量投入の弊害の発生による生産物の品質維持・

向上，食品安全問題への対処の必要性など，現在直面している生産面での困

難な諸問題の解決方策として，地域ブランドの確立による農産物生産規格の

標準化と高度化が必要とされているからである。

さらに，販売面に注目すれば，地域ブランド形成によって農産物の販売拡

大や地域の独自文化への注目を高め，農家経済の振興，農村経済・農村文化

の振興を可能にし，最終的には農村地域全体を活性化させる重要なツールと

して，地域ブランド形成が注目されるようになったことが影響していると考

えられる。

とくに中国においては，毎年「中央一号文件」において，特色ある農業，

農産品ブランド，農産品の特産化，地域団体商標等の振興が大きな議題とし

消費者の視点から見た
地域ブランド戦略の展開
広西チワン族自治区「容県沙田柚子」の事例

キーワード：容県沙田柚子，中国，地域ブランド，消費者アンケート

趙 文
大 島 一 二

２７



て取り上げられてきた。２０２０年に公表された中央一号文件においては，全

国において，農業投入品管理を厳格化し，農業生産技術の標準化を進め，特

色のある優れた新品種の農作物開発を促進し，今後，有力な地域ブランドの

構築が主要なテーマとして検討されている。これ以後，地域ブランド形成の

促進を主内容とする政策が中央政府・地方政府から次々打ち出されており，

今後もますます地域ブランド形成の投入が強化されるものと考えられる。こ

うした一連の諸政策の実施により，農林水産物の増産や地域活性化の進展な

どといった効果に帰結することも期待されている。

こうした一方で，地域におけるブランド形成は，従来の効用概念や予算制

約といった経済的効果を狙った「特産物」や「農産物」といった意味合いと

やや異なっていることが指摘されている（青谷実知代（２０１０））。すなわち，

従来のサービスや販売を重視したマーケティングとは異なり，地域特有の自

然，歴史，社会，風土，文化などの地域内の象徴的な要素を含めた生産物と

地域とのつながりを価値の基盤とし，そのうえで，地域ブランドの形成が目

指されていることから，新たなブランド・マーケティング展開が必要となる

と考えられる。

そこで，本論文においては，中国における地域ブランド産品についての現

地の取り組みと，消費者の購買意志決定を調査することによって，地域ブラ

ンド構築の現状と，地域ブランドについての消費者の認知，理解，満足の状

況を明らかにすることにより，今後の地域ブランド展開と地域経済の振興の

現状と課題について検討する。具体的には，広西チワン族自治区容県の現地

において実施した「容県沙田柚子」１）のブランドの形成，発展プロセスを考察

し，地域ブランド構築の動向と課題を明らかにする２）。

１）本稿では，「容県沙田柚子」または，「柚子」と呼ぶが，ザボンの一種の柑橘類で
あり，日本の「ゆず」とは異なる品種である。

２）本稿の研究は，広西高校中青年教師研究基礎能力提升項目「南流江水体汚染的多
中心治理模式研究２０２０KY１４０２２」，「広西紅色旅行資源游憩経済価値評価研究
２０２２KY０５５８」，「広西高校人文社会科学重点研究項目２０２０YJJD０００１０」による研
究結果の一部である。
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２．地域ブランド形成に関する消費者意向調査
本論文における現地調査は，以上のような問題意識に基づき，以下の二種

の現地調査を実施した。

① 筆者による，「容県沙田柚子」関係機関（容県政府，柚子産業の関連

企業，商工会，農家等）の訪問調査。

② 筆者による消費者を対象としたインタビューとアンケート形式調査。

この二種の調査は２０２２年１月から３月にかけて実施した。

後者のアンケート調査は新型コロナウイルスの感染拡大に配慮し，イン

ターネットを用いて行った。インターネット調査の実施に先立ち，広西チワ

ン族自治区玉林市内に居住する１０名を対象にフォーカス・グループ・イン

タビューも実施した。このフォーカス・グループ・インタビューの結果にも

とづいて，インターネット調査表を修正し，配布，回収した。

以下第１表には，アンケート対象者（計７６８人）のフェイスシートを示し

た。

この表によれば，性別は男性３７４人（４８．７％），女性３９４人（５１．３％）と

ほぼ男女均衡している。年齢階層では，１８歳以下３２人（４．２％），１８～２５歳

サンプル数 回答数 構成比

性別
男 ３７４ ４８．７
女 ３９４ ５１．３

年齢

１８歳未満 ３２ ４．２
１８-２５歳 ６４ ８．３
２６-３５歳 ２０８ ２７．１
３６-４５歳 ２３３ ３０．３
４６-６０歳 １４６ １９．０
６１歳以上 ８５ １１．１

居住地方

華北 １１９ １５．４
華中 １７９ ２３．３
華南 ２９０ ３７．７
西南 １８０ ２３．４

第１表 調査対象消費者のフェイスシート

資料：アンケート結果に基づいて筆者作成。
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６４人（８．３％），２６～３５歳２０８人（２７．１％），３６～４５歳２３３人（３０．３％），４６

～６０歳１４６人（１９．０％），６０歳以上８５人（１１．１％）と，ほぼ全年齢階層に

分布している。居住地域をみると，華北１１９人（１５．４％），華中１７９人

（２３．３％），華南２９０人（３７．７％），西南１８０人（２３．４％）であり，調査地域

が含まれる華南がやや多い。

次に最初の質問として，「柚子」３）の産地として，どの地域を想起するかに

ついて質問した。これは，「柚子」の産地として，調査対象地である容県の

柚子産地が，全国の異なる産地との比較において，どの程度消費者から認知

されているかについて調査したものである。

第２表に示したように，「柚子」の産地として第１に想起されるのは，ど

の地域においても「広東省梅州県」という回答がもっとも多かった。次に高

い知名度の産地は，広西チワン族自治区容県，浙江省蒼南県，福建省平和県

の順であった。それぞれの産地は回答者の居住地域によって想起する程度が

やや異なる。華北は「福建省平和県」，中部は「福建省平和県」，華南は「広

東省梅州県」，西南は「広西チワン族自治区容県」であった。この結果から

みると，広西チワン族自治区容県は「柚子」の産地としては全国的に一定の

知名度を得ているものの，他の有力産地（「広東省梅州県」）などとの比較で

は，その知名度において，もっとも高い水準には至っていないことが明らか

３）すでに述べたように，本稿で述べている「容県沙田柚子」，「柚子」は，ザボンの
一種の柑橘類であり，日本の「ゆず」とは異なる品種である。

福建省
平和県 構成比 広東省

梅州県 構成比
広西チワ
ン族自治
区容県

構成比 浙江省
蒼南県 構成比 その他 構成比 わから

ない 構成比

華北 ３１ ４．０ ２５ ３．３ ２６ ３．４ ２１ ２．７ ５ ０．７ １１ １．４

中部 ５０ ６．５ ３０ ３．９ ３７ ４．８ ４４ ５．７ ３ ０．４ １５ ２．０

華南 ４８ ６．３ ９９ １２．９ ５９ ７．７ ５２ ６．８ ３０ ３．９ ２ ０．３

西南 ２３ ３．０ ４７ ６．１ ６６ ８．６ ３１ ４．０ ８ １．０ ５ ０．７

計 １４６ １９．０ ２０７ ２７．０ １８８ ２４．５ １４８ １９．３ ４６ ６．０ ３３ ４．３

第２表 「柚子」と言えば何県の産地を想起するか？

資料：アンケート結果に基づいて筆者作成。
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になった。

第二に，「柚子」という特産物にたいする意識として，「柚子」購入時に重

視する点について質問した（第１図参照）。

この回答としては，すべての項目で「産地」との回答が最も多く，およそ

７割が購入するとき「産地」を重視すると回答している。次いで高いのは

「安全性」を重視するとの回答が２５％程度であり，それ以降は「価格」，「品

質」，「外観イメージ」，「その他」と続いている。

この結果からみると，「柚子」購入にあたって，まず消費者の心理として，

「産地」の重視が非常に高いことがわかる。よって，当該地域の地域ブラン

ドの認知度を高めることは，直接的に販売拡大につながるものと考えられ

る。つぎに，これに続いて，価格，品質，外観イメージなどを大きく上回っ

て「安全性」が購入時の選択として高い比率で回答されており，近年の食品

安全意識の高まりがうかがわれる結果であった。この点は，後述するよう

に，「柚子」の生産時において，より食品安全に留意しなければならないこ

とを示しているといえよう。

第１図 「柚子」購入時に重視する点

資料：アンケート結果に基づいて筆者作成。
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つぎに，「容県沙田柚子」を消費者が最初に知ったきっかけについて質問

した（第２図参照）。

回答として最も多いのが，テレビ・新聞・雑誌などの伝統的メディアで

あった。次いで，SNSの投稿（２６％），インターネット（１７％）となり，回

答傾向は必ずしも一つの方向ではないことが示された。よって，この第２図

からわかるように，より多くの顧客に「容県沙田柚子」の優れた点を周知す

るためには，多方面の媒体を利用して認知を向上させる必要があることがわ

かる。とくに，氾濫する情報の中から，いつでも，どこでも顧客が「柚子」

および「容県沙田柚子」の情報を入手できるよう，各種メディアの積極的な

活用や，消費者との直接対話を行うなどの効果的な情報発信がますます重要

になっていると考えられる。

また，地域ブランドの認知向上のために，リピーター・支援者・理解者の

獲得が重要であろう。地域ブランドのリピーター・支援者・理解者とは，そ

のブランドにとってもっとも重要な顧客層である。たんに購買量が多い顧客

層というだけでなく，地域ブランドの価値をよく理解し，その価値について

第２図 容県沙田柚子を知ったきっかけ

資料：アンケート結果に基づいて筆者作成。
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周囲の顧客層に周知を拡大する顧客層であるといえる。SNSによる顧客の増

加に帰結し，リピーター・支援者・理解者を獲得する最も有効な方法であ

る。しかし，いったん，何らかの不祥事が発生したり，これに誤った対応を

行った場合には，悪評が広がるおそれもある。こうしたことから，顧客の苦

情や意見を受け付ける専用相談窓口を設置し，顧客の満足度の向上を促進

し，信頼関係を深めることが重要であろう。

３．地域ブランドの展開と対策
２では，「柚子」の地域ブランドについて，消費者を対象としたアンケー

ト結果を分析した。ここでは，消費者アンケートの結果を踏まえて，さらに

容県現地での調査結果を加味して，現時点での「容県沙田柚子」の地域ブラ

ンドの形成状況，発展プロセスについて，発展方向等について考察を行う。

３．１地域ブランドの形成と歴史，文化的背景

地域ブランドにおいて最も大切なことは，前述のように，その地域の歴

史，文化，風土的特徴を備えた，当該地域で収穫された農水産物（これには

地域の食材をもとに加工された加工産品なども含まれる）の認知の向上，さ

らに販売拡大を実現することである。長い歴史のある文化都市としての性格

を有する広西チワン族自治区容県においては，長い歴史と豊かな風土のもと

で，「容県沙田柚子」，「霞煙鳥」，「容県漢方薬」，「容県陶芸」などの特産物

が存在する。さらに，こうした自然資源，農業資源を活用した特産物だけで

はなく，全国重点文物に認定された文化的な遺産も存在する。「経略台真武

閣」，「喬園」などはその代表例である。清朝期においては，朝廷・皇帝に食

材を献上する「御食柚子」として栄えた歴史もある。清朝の皇帝が食して感

動したという故事から，皇室に献上する高級食材として認められるようにな

り，後に商人たちによって全国に広められ，全国で広く認知されるように

なった。その後は，２００４年７月２１日に，国家質監局によって地域団体商標

として「容県沙田柚子」が登録されたという経緯がある。

消費者の視点から見た地域ブランド戦略の展開 ３３



前述したように，地域ブランドはたんにサービスや販売を重視したマーケ

ティングとは異なり，特有の自然，歴史，風土，文化などの地域の象徴的な

要素・資源を総合した地域とのつながりを価値基盤とし，地域ブランドが消

費者自身のライフスタイルや人生観の表現にまで関与する場合もある。この

ように，地域ブランドには非常に深い背景が存在するため，逆に考えれば，

地域ブランドの背景の深さを消費者に訴求することがブランド確立におい

て，より効果的な方策であるとされている（清水２００７）。とくに物資があふ

れている現在という時代においては，たんに，おいしさ，美しさ，効用が優

れている生産物であっても，それだけでは消費者はすぐにその体験を忘れて

しまうだろう。

こうしたことから考えると，「容県沙田柚子」を他の地域ブランドと差別

化できる要素としては，「御食柚子」であった歴史的，文化的背景，さらに

「地域性」，「味や品質」，「農家のこだわりや農家の顔が見える農産物」など

の条件をさらに強調する必要があろう。こうした点において，他の農産物と

明確に差別化することで，「容県沙田柚子」は他商品との競争に有利な地位

を形成できると考えられる。

こうした考え方に基づいて，容県政府，柚子産業の関連企業，商工会等は

「容県沙田柚子」の地域ブランド形成を目指し，「容県暮らし物語」（県の広

報誌）を作成し，県民以外にも，広く容県の暮らしや文化を伝える情報発信

に注力している。こうした情報発信に加えて，広告等のプロモーション活動

をはじめとする販売促進活動を展開し，商品付加価値の情報を周知し，「容

県沙田柚子」にまつわる「物語」が顧客の共感を得る機会を増やしている。

こうした努力によって容県の地域特性の周知と「容県沙田柚子」の販売促進

を推進している。

３．２地域ブランド形成のプロセス

しかし，地域ブランドの形成と，消費者の認知の向上は一朝一夕に成し遂

げられるものではないことはいうまでもない。それには消費者と地域ブラン
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ドとの接点，つまり消費者と地域ブランドとのつながり，連関を長期的に形

成していく必要があると考えられる。この過程では，地域ブランド農産物の

生産，流通，プロモーション活動，販売，消費などの各活動と，当該地域の

歴史や文化についての認知を蓄積し，地域ブランドの総合的な価値を高める

必要がある。

３．２．１安全・安心な「容県沙田柚子」の確立

まず，生産面においては，前述したように，現在の中国消費者が食品安全

について高い関心を有していることから，「容県沙田柚子」の信頼感，安心

感を高めるには，安心・安全を担保する品質向上が必要となろう。

これは，外観からの品質評価のみならず，内容の重視に対応した環境保全

型農業への取り組み，生産段階の安全リスクを最小限に抑えるリスク管理方

法を行い，たんに農薬や化学肥料の投入量を減少させるだけでなく，生産者

の顔が見えるような生産履歴の追跡システムの構築も必要となる。また，残

留農薬の自主検査を適宜実施し，食品の安全・安心について消費者との交流

会を開催し，産地における食品安全の取り組みを消費者に周知する活動も必

要となろう。

３．２．２多様な流通への対応と販売体制の構築

次に流通面においては，地域ブランドとして消費者の認知を向上させるた

めに，顧客の需要に対応しつつ，販路にふさわしい食材の提供やサービスの

提供などの付帯事業活動が不可欠である。

まず，容県県内の需要を満たす生産量を確保しつつ，県外の実需者にも広

範に提供できるように，地域内の資源管理を徹底しながら安定供給を図る。

具体的には，既存の卸売市場の販売ルートを強化しながら，加工用向け，贈

答用向け，業務用向けなど多様な流通経路の販売体制を整備することが必要

である。

また，近年のインターネットの普及がもたらす購買行動の変化により，販
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第３図 ライブコマースに出演した容県副県長

資料：容県県政府提供の資料から作成。

売ルートの充実に努め，インターネット販売の導入による販売経路の拡大の

ための条件整備が必要となる。一方，近年では，インターネットがもたらす

メディア環境の変化により，ライブコマースという販売方式が流行してい

る。ライブコマースではインターネットの直接販売時にリアルタイムに双方

向のコミュニケーションを行うことが可能である。とくに，消費者が直接商

品に関する質問を販売者にたいして随時行うことが可能となり，消費者に影

響力があるライバーの商品紹介は，消費者にとって最も信頼できる情報源と

なりうることが知られている。そのため，一般には「信頼しているライバー

が勧めている農産物，製品を購入する」という行動が起こりやすいが，その

ライバーの影響力の増大が近年注目されているのである。

ライブコマースは，近年地域振興の手段としても各地で活用されており，

現地調査によれば，容県政府関係者はこのライブコマースに積極的に関与

し，動画にしばしば出演しているという。県政府関係者は「容県沙田柚子」

およびその加工品などのプロモーション活動を積極的に行い，２０２０年１２月

２５日には，第３図のように，容県政府の幹部と県域に居住する農民が，「容

県沙田柚子」の販売を支援するためにライブコマースを実施した。まず，容

県沙田柚子協会の会長が，約４０分間のライブコマースを行い，結果として

累計４５万人もの視聴者の視聴を集め，４０トンの「柚子」を販売するという

実績をあげたという。
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３．２．３地域ブランドの認知度と満足度向上に向けた各種コミュニケーション

田村（２０１１）は，「マーケティング過程はマーケターの思い（主観）の特

産品への客体化と，客体（特産品）の主観化（消費者の思い）の二種類の過

程の交差からなる」と述べている。つまり，地域ブランド確立のための情報

発信の成否は，マーケターと消費者のそれぞれの思いが相互に重なり合い，

合致するか否かが重要な鍵となっている。特に氾濫する情報のなかから，一

般の消費者に容県の地域ブランドの情報を選択してもらうためには，顧客と

産地とのコミュニケーションづくり，双方向の交流がますます重要となると

考えられる。

「容県沙田柚子」の地域ブランドの認知を深め，さらに浸透させていくた

めに実施すべきことは，消費者との交流を深めることが重要である。そして

さらに，広告メディアの選択，とくに効率的で安価で実行できる方策として

ネットコミュニケーションの活用が不可欠であろう。近年，容県において実

施された具体的な取り組みとしては，新聞，雑誌上で「地域美食」を告知

し，読者をサイトに誘導，サイトの中から様々なヒントを消費者に与えなが

ら，徐々に購買意欲の向上を実現するという試みであった。

１ 「容県沙田柚子」の試食宣伝会などを通じた顧客・支援者の拡大。

２ 「容県沙田柚子文化会館」（容県沙田柚子関係情報の展示施設）への顧客の受け入れの促進。
３ 容県内のホテル、飲食店などにおいて、食文化や県産食材を活かした
特産料理の提供、メニュー開発を促進。

４ 顧客の苦情や意見を反映させるための「お客さま相談窓口」の設置。
５ 自然豊かな農山村地域に滞在し、容県の人々と交流しながら、「柚子
農業園」での農業体験や伝統文化の体験機会を設定する。また「容県
沙田柚子観光祭」（第４図参照）の開催等による消費者と農家との交
流、収穫体験、地域の特産物の試食、料理体験、ものづくり体験等を
通じた交流。

６ 「柚子」加工品の加工体験、「柚子」を用いた料理体験。

第３表 消費者と地域ブランドとの対話を可能とする場の設定事例

資料：容県県政府提供の資料から筆者作成。
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第４図 容県沙田柚子の観光文化祭り

資料：容県県政府提供の資料から作成。

現地調査の結果からは，この消費者と産地関係者の交流の取り組み例とし

て，これまで第３表のような交流事例が実施されてきたことが明らかになっ

た。こうした様々な取り組みによって，県外の消費者と県内関係者との交流

は活性化し，地域ブランドの形成に大きな貢献を果たしてきたと考えられ

る。

３．３地域ブランドの維持・保護活動

高い価値を有する地域ブランドの確立は，短期間で実現できるものではな

く，長い時間をかけて地域ブランド内の各主体の努力が集積された成果であ

ると考えられる。しかし，例えば食品偽装表示問題などの事件がいったん発

生すれば，それまで長い時間をかけて構築してきた信用を一瞬のうちに失っ

てしまうこともありうる。こうしたことから，地域の産品について事業者の

信用を維持・発展させ，「地域ブランド」の保護・育成によって地域経済の

活性化を目指す試みが導入されつつある。

容県地域は急傾斜を利用し，石垣を積み上げた棚田が形成されており，土

質，日照，排水，気温のいずれもの条件が高品質の「柚子」の生産に適して

いる。とくに「柚子」の開花期には花の香で街中が包まれ，秋には山々がみ

かん色に染まる「柚子の町」として知られている。こうした歴史と風土に

よって，２００４年に国家質量監督検査総局によって「国家地理標識」として

「地域団体商標」が認定されたのである。この商標取得を契機に，他産地の
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「柚子」との差別化を図るとともに，生産者の一層の「安全で高品質な果実

生産」への意識向上が目指されている。

この「地域団体商標」の登録とは，他者が不正に地域団体商標を使用した

場合，これを法的に排除できるシステムである。また，地域の特産物として

登録され，国家から保護されている点をアピールすることで，取引の際の信

用力の増大や，商品，サービスのブランド力の増大につなげることができる

と考えられる。

「容県沙田柚子」の地域団体商標の主体は，容県沙田柚子協会，県内中小

企業，農民専業合作社などから設立されたものである。商標の使用者は容県

沙田柚子協会等の組合，農家並びに容県地域に居住する個人，出荷団体で，

容県地域の生産者は，生産履歴を記帳し，食品安全に注力することが条件と

なっている。また，容県で生産されるすべての「柚子」は，品質維持のた

め，個別選別ではなく，産地において選果場などでの選別を経て，一定の基

準を満たした果実を「容県沙田柚子」として出荷する規定となっている。

また，しばしば発生する産地偽装事件への対応としては，以下のような対

策が実施されている。

流通過程においては，たとえば，「容県沙田柚子」と印刷した箱に容県地

域以外で生産された「柚子」が流通過程で故意に入れられる事例が多く発生

している。このため，容県市場監督局は偽物製品の検査の強化など取り締ま

り強化の政策を発表している。また，生産地においては，農村部での産地偽

装取り締まりに重点が置かれている。

この産地偽装対策について，容県県長は「知の財産権の侵害及び偽物，粗

悪品の販売を取り締まることは，「容県沙田柚子」の地域ブランドの保護と

地域ブランド向上の重要な支えであり，供給の安定化に向けた品質向上や流

通チャネルの管理，商標登録や特約店制度を構築しなければならない」と対

策を強調している。
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４．地域ブランド構築の課題
以上述べてきた点を整理すると，地域ブランドの構築の課題として，以下

の３点が指摘できる。

第一に，地域ブランド価値を形成するために，消費者に対しては，ブラン

ド認知と信頼性を確保し，地域ブランドの担い手には生産地としてのアイデ

ンティティを構築すべきである。しかし，地域ブランドの担い手は，農林業

協会，農業生産法人，中小食品企業，農家などであり，それぞれの経済的な

立場によって戦略や経営理念などが異なり，統一して地域ブランドの構築に

対応することは，やや困難が存在している。よって，地域ブランディングの

中核的な担い手の育成，関係構築がますます重要となると考えられる。地域

ブランドの構築に関与する参加者相互の価値観の共有をどのように推進して

いくのかが問題となろう。そこで，構築に関与する参加者における相互依存

性，システムの安定性，生産性の向上，新たな製品の創造などを目的とし

て，６次産業化の視点から地域ブランドの構築を推進すべきであろう。

第二に，すでに述べたように，消費者の信頼性の深化とコミュニケーショ

ンの構築が必要となる。そのため，ブランドイメージを消費者にどのように

浸透させ，認知を深化させるのかについて，双方向の情報交換の活発化がと

くに重要となろう。この点について，地域ブランドの構築を進める他地域の

事例について，現地調査を継続していかなければならないと考えている。

第三に，地域ブランドの構築や浸透のために，「容県沙田柚子」の付加価

値の向上を実現するべきである。地域ブランドの形成によって，また，より

多くの消費者に，「容県沙田柚子」に関する歴史的展開過程，製品のすばら

しさ，他産地と異なる特徴を理解させるため，生食用の果実供給だけでな

く，「柚子」の加工品の販売，さらに「柚子」の文化背景をふまえた観光資

源の活用などを通じて，効果的な情報発信を進め，産学官連携プロジェクト

等を推進することは，今後の研究課題となろう。また，食品産業，大学，試

験研究機関，現地の政府関係者との連携をさらに強化し，品質向上，新たな

技術革新を誘発し，「柚子」の機能性の向上，技術向上，加工分野へ用途利
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用の拡大，先進技術の導入など，当該地域の優位性を高めるための高付加価

値化の取り組みが重要である。

本稿では，広西チワン族自治区容県における地域ブランド構築の実態と背

景を分析し，まず地域ブランドに関する消費者動向についてアンケート調査

を実施した。さらに，「容県沙田柚子」の地域ブランドの形成，発展プロセ

スを，現地調査に基づいて検証し，これまで「容県沙田柚子」の地域ブラン

ド構築に対する取り組みを整理し，直面している課題を提示した。しかし，

残された課題も多い。筆者は，今後さらに地域ブランド構築について調査を

継続していかなければならないと考えている。
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Developing a Local Brand Strategy from a Consumer
Perspective

The Case of Shatian Youzi in Rong County, Guangxi Zhuang
Autonomous Region

ZHAO Wen
OSHIMA Kazutsugu

In recent years, local brand formation has been attracting attention in
China as an important means of promoting local agriculture, forestry, and
fisheries industries and local specialties, as well as regional revitalization.
Unlike marketing that focuses on services and sales, regional brands are
characterized by the fact that the basis of value is the connection with the
region, including the nature, history, social, climate, and cultural symbolic
elements unique to the region. New brand and marketing development is
then required.
In this paper, after analyzing the background of regional brands, we first
investigated consumer trends regarding regional brands. It also examines
the formation and development process of the regional brand of Shatian
Youzi in Rong County. Finally, we summarize the efforts that have been
made to build a regional brand for Rong County’s Shatian Youzi and
present the challenges that need to be addressed.

消費者の視点から見た地域ブランド戦略の展開 ４３



１．はじめに
１．１．課題の設定

１９７８年に開始された中国の改革・開放政策においては，当初，改革の重

点の一つは農村に置かれ，それまでの人民公社による農業集団化の強い影響

を受けてきた農村地域は，全面的に家族個別経営に移行した。こうした農村

改革の成果による食糧の増量により，農村の経済発展は促進され，都市地域

との経済の格差は一時縮小した。

しかし，１９８５年以降，対外開放の促進とともに改革の重点が農村から都

市に移行し，沿海地域の都市地域を優先的に発展させ，そして内陸都市およ

び農村地域に経済的な効果を波及させるという政策が実施された。この結

果，経済成長が遅れていた農村地域への施策は不十分となり，農村労働力の

生計に関わる社会保障制度の欠如も加わり，農村地域の経済成長は遅滞する

こととなった。こうして，農村の貧困人口，低収入人口が増加することに

よって，都市地域との経済格差は再び拡大していった。

こうした経済展開の下で，都市地域の高い収入水準を求める農村部の若年

労働者，低賃金労働者が，都市地域の非農業部門への移転を求めたことか

ら，農村から都市へ移動する出稼ぎ労働力が急増し，結果的に都市地域の求

中国における農村労働力の
出稼ぎの実態と課題

河南省淮浜県C村における農家調査から

キーワード：河南省，出稼ぎ，農村労働力，農家調査

楊 嘯 宇
大 島 一 二
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職者が増加した。このように，都市地域・農村部の二元社会問題が顕著と

なったが，１９９０年代初頭までは農村からの都市への人口移動が比較的厳し

く制限されていたため，農村における若年労働者，低所得者の生活苦が深刻

となって，多くの農村は困難に陥った。

しかし，１９９２年の「南巡講話」以降の中国における大胆な対外開放政策

の実施は，急速な経済発展をもたらし，外資系企業などを中心に農村労働力

への需要が急速に拡大したため，２０００年前後には，農業部門の余剰労働力

は徐々に枯渇し，企業が生存費賃金を引き上げないと，それ以上の労働移動

が望めなくなる状況が出現した１）。いわゆる中国の労働力移動における「ル

イスの転換点」の到来であるが，こうした現象は中国全体を平均したときに

みられるものであり，広大な中国農村を個別にみると，内陸部の貧困農村地

域を中心に，依然として多数の余剰労働力を抱える状況が存在していること

も事実である。今回の調査対象地域である河南省淮浜県などはその典型例の

一つといえるだろう。

また，人民公社期に形成された「戸籍制度」の弊害に影響され，都市戸籍

住民と農村住民とが現在でも明確に区別されていることにより，２０００年以

降においても都市地域の戸籍が取得できずに「出稼ぎ」といわれる「流動人

口」規模は徐々に増大し，出稼ぎ労働力の社会保障制度の欠如を伴った「農

民工」という差別用語が出現するなど，都市戸籍を持つ労働者と出稼ぎ労働

者の待遇差別が依然として生みだされていることにも注目しなければならな

い。

こうした大きな社会問題に対応するため，２０１４年７月３０日，中国国務院

は「关于進一步推進戸籍制度改革的意見」（戸籍改革をさらに進めることに

関する意見）を公布し，都市戸籍と農村戸籍を廃止して，居住戸籍を統一す

る方向が示された。都市・農村の統一した戸籍登録制度を設立するうえで，

都市・農村における社会保障制度の整備も行われた。しかし，こうした戸籍

制度改革による戸籍管理の緩和は，当然のことながら都市への人口流入を加

１）梶谷懐・藤井大輔（２０１８）『現代中国経済論 第２版』６４ページ。
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速することとなった。国家統計局のデータをみれば，２００８年出稼ぎ労働者

数は２億２千万人であったが，２０１４年の出稼ぎ労働者数は２億７千万人に

増大し，都市地域への出稼ぎ労働力の流入は，現在でも依然として増加趨勢

にある。

この戸籍制度の緩和によって，都市地域の雇用条件における戸籍制限は

徐々に解除されたが，しかし，出稼ぎ労働力の大量の流入に伴い，都市住民

との就業機会の争奪現象が顕著となっている。つまり，都市地域の労働者，

とくに若年層労働者は，出稼ぎ労働者との補完的関係から競合的関係へと変

わりつつある。都市地域の発展とともに労働市場の教育レベル，職業技能，

労働者の質への要求が高度化したため，都市地域での農村出身出稼ぎ労働者

の失業が普遍的な現象となったのである。こうして，都市地域における農村

出身労働者の困難はいまだ大きく改善されていない。

こうした状況の中で，今回の調査対象地域である河南省は，総人口数が多

く，一人当たりGDPの水準が低いため，２０１８年の河南省の出稼ぎ労働者は

約１１００万人２）の規模に達しており，出稼ぎ労働者数としては全国第一位の水

準となっている。よって，河南省農村を調査対象として，出稼ぎ労働力の就

労実態と課題を研究することは，「三農問題」（農業・農村・農民問題の総

称）の緩和だけではなく，経済格差の深刻化という中国経済にとっての重要

な経済・社会問題の実態の解明にとって一定の意義があるものと考えられ

る。

１．２．調査農村の概況

今回の調査を実施した対象農村の概要は以下のとおりである。

現地調査を実施したC村は，淮浜県張荘郷に位置し，張荘郷政府から約１０

キロ離れている（第１図参照）。村の総面積は４．１平方キロメートルで，１１

の村民小組がある。村の総戸数は４１３戸で，村内労働者は７９６人，内，出稼

ぎ労働者は３８６人で，出稼ぎ労働者が約５割を占めている。村全体の耕地面

２）梶谷懐・藤井大輔（２０１８）『現代中国経済論 第２版』１６７ページ。
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第１図 調査地域の位置
（淮浜県 地図上の黒色の箇所）

資料：「信陽市中の淮浜県の位置」フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』。

積は３３３０ムー（２２２．０ha），林野面積は５１２ムー（３４．１ha），水域面積は

６７９ムー（４５．３ha）で，水資源は比較的豊富である。

C村には淮南湿地省級自然保護区，淮浜県東西湖，沙塚遺跡などの景勝地

があり，涼粉３）や小麦などの特産物でも有名であるが，村内にとくに大規模

な第２次産業企業，第３次産業企業はみられない。村内から地域外とつなが

る交通手段は村道バスで，村内の就学や出稼ぎの移動は主に淮浜県城行きの

村内バスが利用され，淮浜県城で鉄道への乗り換えが必要となり，やや煩雑

である。このように，調査地域C村は交通手段が乏しく，インフラ整備の遅

滞や経済発展の遅滞が顕著であり，農村労働力の純流出地域と位置付けられ

る。

３）緑豆の粉で作ったところてんのような食品をさす。
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１．３．村内の就業機会

前述のように，淮浜県およびC村においては農業以外の産業に乏しく，省

内における経済水準が相対的に低い農村地域の一つであると考えられる。こ

のため，農村労働力は生活を維持するため出稼ぎに外出する者が多く，出稼

ぎ労働力は村内労働力の約５割に達している。村民の就業状況は主に「農業

のみ経営している」，「出稼ぎのみ従事している」，「出稼ぎしながら農業も経

営している」，「村内就業」，「村内就業しながら農業も経営している」の５類

型に大きく分けられる。

村内の農業経済は主に小麦の栽培を中心に支えられている。しかし，村の

耕地面積は少なく，一人当たりの耕地規模は１．８ムー（０．１２ha）にすぎず，

農家の経営規模はかなり零細である。また，村内における農産物の加工・販

売においては，C村は竜頭企業による農産物加工，産地直送販売，電子商取

引などの比較的新しい農業振興戦略はほとんど見られない。また，農民専業

合作社も未発達なため，農家は収穫後，多くの場合，農業大規模経営農家，

もしくは食糧行商人への販売を余儀なくされ，この結果，農家の利益は削減

されている。こうしたことから，農家の農業への就業意欲は減少し，農業生

産性も低迷し，現地の農業発展も長期的に停滞している状況にある。

こうした農業不振，農村経済の不振によって，多くの農家は生計を維持す

るために，地域外への出稼ぎを選択することになる。この結果，C村総人口

の５割が県内，もしくは沿海都市への出稼ぎに転出する現状となっている。

また，村内における行政機能および衛生管理等のため，いくつかの公益部門

が設けられている。しかし，郷村経済組織の経済力量も限定的な状況であ

り，こうした組織の賃金が非常に低い水準にあるため，多くの農家は地域外

への出稼ぎを選好する傾向が強まっている。

以上のように，C村における地域内の就業機会はかなり限定されているこ

とがわかる。農業発展の停滞と村内公共部門における低賃金により，多くの

農家は地元での就業を厭い，地域外への出稼ぎで生計を立てざるを得ない状

況である。
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未婚率 既婚率
地域内出稼ぎ労働力 ２０．０ ８０．０
地域外出稼ぎ労働力 ３７．８ ６２．２

未婚者 既婚者
２０歳代 男性 １８ 女性 ９ 男性 ３ 女性 ４
３０歳代 男性 ６ 女性 １ 男性 １８ 女性 １１
４０歳代 男性 ０ 女性 ０ 男性 １８ 女性 ６
５０歳代 男性 ０ 女性 ０ 男性 ７ 女性 ０
合計 ２４ １０ ４６ ２１

２０歳代 ３０歳代 ４０歳代 ５０歳代
男性 ２１ ２４ １８ ７
女性 １３ １２ ６ ０
合計 ３４ ３６ ２４ ７

第１表 アンケート対象者の年齢階層 単位：人

出所：アンケート調査結果から筆者作成。

第２表 アンケート対象者の年齢階層と婚姻 単位：人

出所：アンケート調査結果から筆者作成。

第３表 アンケート対象者の出稼ぎと婚姻状況 単位：％

出所：アンケート調査結果から筆者作成。

２．調査結果にみる出稼ぎ労働力の実態
２．１．調査対象農家の特徴

筆者は，C村の４９戸の農家，１０１人の出稼ぎ労働力の実態について，現地

調査を２０２１年１月に実施した。その結果からみていこう。今回の調査対象

者の属性は，２０歳代から５０歳代の男女であり，就業状況は「出稼ぎのみし

ている」と「出稼ぎしながら農業も経営している」に集中している（第１

表，第２表，第３表参照）。以下，調査対象者のフェイスシートについて，

C村の出稼ぎ労働力の年齢階層と婚姻情況をみてみよう。

続いて，アンケート対象者の学歴状況について，性別，年齢階層別につい

てまとめた（第４表参照）。
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学歴なし 小学校程度 中学校程度 専門学校 高校程度 大学程度
男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性

２０歳代 ２ ０ ５ ２ ５ ７ ３ １ ２ ２ ４ １
３０歳代 ２ ２ ５ ４ １２ ５ １ ０ ３ １ １ ０
４０歳代 １ ２ ７ ３ １０ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０
５０歳代 １ ０ ４ ０ ２ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
合計 １０ ３０ ４２ ５ ８ ６

第４表 C村における出稼ぎ労働力の学歴状況 単位：人

注：「専門学校」は在学学生を含む。
出所：アンケート調査結果から筆者作成。

この表によれば，C村における出稼ぎ労働力の学歴の特徴について，以下

のようにまとめられる。

（１）調査地域の教育水準は全体的に低く，C村の出稼ぎ労働力は主に小学

校，中学校程度の学歴を持つ３０歳代，４０歳代の壮年期農村労働力に集中し

ていることが確認できる。調査地域の教育に関して，C村の通学範囲にある

教育機関は小学校と郷鎮営の中学校だけであり，高等教育を受ける村民は村

から離れて県城内に移動しなければならず，こうした教育機関の不足が村民

の低い教育レベルに影響を与える一つの要因であると考えられる。

（２）また，非識字労働力は主に３０歳代・４０歳代であり，これにたいして

高等教育以上の学歴は主に２０歳代に集中している。

２．２．出稼ぎ労働力の就業ルートと雇用形態

以下，第５表～第８表まで，地域別出稼ぎ労働力の就業ルートと雇用形態

についてまとめている。その中で，第５表，第６表は地域内（省内出稼ぎを

指す，１９人，１人は不明），第７表，第８表は地域外（省外出稼ぎを指す，

５１人，他の３１人は回答が得られなかった）の出稼ぎ労働力から聞き取りを

実施したものである。ヒアリングの内容は，仕事内容，年収，就業ルート，

雇用形態，労働契約の有無である。これらの表から以下の特徴が読み取れ

る。

（１）出稼ぎ労働力の雇用は，主に臨時雇いや短期雇用に集中している。こ
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れにたいして，個人経営や正規雇用される農村労働力は全体としてかなり少

ない。

（２）また，出稼ぎ労働力の就業ルートについて，省内および省外地域に共

通して，知人・家族もしくは出稼ぎ経験のある農村労働力の紹介による傾向

が多くみられ，出稼ぎ就業先の開拓は知人・血縁関係への依存が強くみられ

る。また，比較的少ない事例とはいえ，新しい動向もみられる。それは，地

域内において少数の農村労働力が県内労務市場や個人応募を通じて就業先を

開拓している点であり，さらに地域外においては，インターネット上の求人

アプリによる情報収集システムの利用も約３割みられることである。

（３）出稼ぎ就業に関する労働契約の有無に関して，全体として出稼ぎ労働

力のなかで口頭契約のある労働力は４１％であり，書面による正規労務契約

のある農村労働力は１７％を占めるにすぎないなどかなり少ない状況である。

また，全く労働契約を締結していない者も，依然として３６％を占めるなど

少なくない。彼らは主に建設現場で働く農村労働力に集中している。このよ

うに，政府の再三にわたる指導にもかかわらず，労働契約の締結は進展が遅

滞しており，労働者の権利は依然として守られにくい状況にあるといえよ

う。

建築現場 清掃 浴場従業員 セールス

性別 男 女 男 女 男 女 男 女

人数 ２ ０ １ ０ ２ ２ ０ １

平均年収 ４２，０００ ０ ７，８００ ０ ４４，０００ ２７，０００ ０ ３６，０００

就業ルート 知人の
紹介

県内労務
市場

個人応募、
県内労務市場

個人応募、
県内労務市場

親戚の
紹介

雇用形態 日雇い 短期工 臨時雇い 臨時雇い 臨時雇い

契約有無 なし 口頭契約 口頭契約 口頭契約 なし

第５表 地域内出稼ぎ労働力の就業状況（１） 単位：人，元

出所：出稼ぎ労働力を対象とした聞き取り調査結果から作成。
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レストラン料理人 短期雇用 スーパー従業員 正社員

性別 男 女 男 女 男 女 男 女

人数 １ ０ ６ ２ １ ０ ０ １

平均年収 ４９，０００ ２９，２００ ３９，７５０ ２１，１２０ ０ ０ 不明

就業ルート 市内労働
市場

知人の紹介、
県内労務市場 知人の紹介 個人応募 親戚の紹介

雇用形態 短期工 臨時雇い 臨時雇い 短期工 正規雇用

契約有無 書面契約 口頭契約 口頭契約 口頭契約 書面契約

第６表 地域内出稼ぎ労働力の就業状況（２） 単位：人，元

出所：出稼ぎ労働力を対象とした聞き取り調査結果から作成。

建築現場 清掃 浴場従業員 セールス

性別 男 女 男 女 男 女 男 女

人数 １６ ０ １ １ １ ２ ０ ３

平均年収 ４５，１５６ ０ ３３，６００ ３３，６００ ３６，０００ ３５，３３３ ０ ３５，４２４

就業ルート 知人の紹介、アプ
リ、都市労働市場 知人の紹介家族の紹介 アプリ 家族の紹介・

アプリ
アプリ、
個人応募

雇用形態 日雇い 短期工 短期工 臨時雇い、
短期工 正規雇用

契約有無 なし 口頭契約 口頭契約 口頭契約 なし、
口頭契約 書面契約

第７表 地域外出稼ぎ労働力の就業状況（１） 単位：人，元

注：「アプリ」はインターネット上の求人アプリの紹介による就業を指す。
出所：出稼ぎ労働力を対象とした聞き取り調査結果から作成。

家電修理 工場 スーパー 会社員

性別 男 女 男 女 男 女 男 女

人数 ３ ０ ９ ５ ０ ３ ５ ２

平均年収 ３７，０９０ ０ ３５，３７８ ３３，３４８ ０ ３６，０００ ５１，１４２ 不明

就業ルート 知人の紹介、
個人応募 家族の紹介 個人応募、

都市労働市場
アプリ、
入社試験

アプリ、
家族の紹介

雇用形態 自営 短期工 短期工 臨時雇い 正規雇用 正規雇用

契約有無 口頭契約、なし 口頭契約 口頭契約 書面契約 書面契約

第８表 地域外出稼ぎ労働力の就業状況（２） 単位：人，元

注：「アプリ」はインターネット上の求人アプリの紹介による就業を指す。
出所：出稼ぎ労働力を対象とした聞き取り調査結果から作成。
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２．３．出稼ぎ労働力の就業実態と収入状況

第９表は，出稼ぎ労働力を地域内（省内移動）と地域外（省外移動）に大

別し，出稼ぎ労働力の就業地について整理したものである。その特徴は以下

の点である。

（１）地域外での就業数は地域内を大きく上回っている。一方，県内，省内

での労働力は主に短期雇用（６カ月またはそれ以下）の形で出稼ぎを行い，

農業との兼業が主である。３０歳代・４０歳代の壮年期労働力が多い。

（２）県内・省内の出稼ぎ労働者は，兼業により農業収入も同時に得ている

ため，その就業地の分布は村から比較的近郊の地域に限定される。

（３）他方，地域外の出稼ぎ労働力は主に２０歳代の若年層であり，分布地

として輸出加工型工業，製造業，第三次産業が発達している全国の沿海都市

に集中しており，一部の労働者は大都市に出稼ぎする場合もみられる。また

地域外出稼ぎにおいて，C村に比較的近い武漢市への移動数が少ないことか

ら，若年労働者は出稼ぎ先と出身地との距離的要素はあまり考慮していない

と考えられる。つまり，沿海地域で就業している労働者は村からの距離に規

定されず，交通条件の利便性の向上とともに，より高い所得を主要な目的と

して移動していると考えられよう。

このように，C村の出稼ぎ労働力の就業地分布は多様であり，就業地の選

択も交通条件に規定されず比較的自由な選択になっていると考えられる。

また，地域内出稼ぎ労働力の業種と年齢階層，学歴との関係は以下の第

１０表，第１１表に示した。この表が示すように，地域内出稼ぎ労働力の業種

の特徴は，年齢階層と学歴からみると，以下の点にまとめられる。

（１）建設業に従事する労働力は少数で中年齢層であり，地域内のサービス

業に従事する労働力が一定の割合を示し，３０歳代の労働力は主にサービス

業や短期雇用を中心としている。

（２）短期雇用はもっとも多く，約５割を占めている。また，４０歳代の出

稼ぎ労働力は短期雇用が主要な業種である。これは農業経営と兼業している

ため，省内において短期の出稼ぎをしながら，農繁期に村内へ戻ることによ
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地域内就業（省内） 地域外就業
人数 ２０ ８１
性別 男性 １４ 男性 ５６

女性 ６ 女性 ２５
年齢構成 ２０歳代 ２ ２０歳代 ３２

３０歳代 ９ ３０歳代 ２７
４０歳代 ６ ４０歳代 １８
５０歳代 ３ ５０歳代 ４

就業地域

① 省内都市（鄭州市、平頂山市）

② 淮浜県・農業兼業（１４）

③ 固始県・農業兼業（２）

（１）広東省（深圳市、恵州市、東莞
市、江門市）。（２）浙江省（蕭山市、
温州市、杭州市、寧波市、嘉興市）。
（３）北京市。（４）上海市。（５）新疆ウイ
グル自治区。（６）福建省。（７）江蘇省
（昆山市、無錫市、南京市、常州市、
常熟市）。（８）武漢市。（９）河北省

第９表 C村の出稼ぎ労働力の就業地分布状況 単位：人

注：省内都市への出稼ぎ６人は就業先が不明である。
出所：調査データから筆者作成。

性別 ２０歳代 ３０歳代 ４０歳代 ５０歳代
建設業 男 ０ ０ １ １

女 ０ ０ ０ ０
飲食業 男 ０ １ ０ ０

女 ０ ０ ０ ０
サービス業 男 ０ １ ２ １

女 ０ ３ ０ ０
会社員 男 ０ ０ ０ ０

女 １ ０ ０ ０
その他（短期雇用） 男 １ ３ ２ １

女 ０ １ １ ０
合 計 ２ ９ ６ ３

第１０表 地域内就業出稼ぎ労働力の業種と年齢階層 単位：人

出所：調査データから筆者作成。

性別 学歴なし 小学校程度 中学校程度 専門学校程度
建設業 男 ０ １ １ ０

女 ０ ０ ０ ０
飲食業 男 ０ ０ ０ １

女 ０ ０ ０ ０
サービス業 男 ０ ４ ０ ０

女 １ １ １ ０
会社員 男 ０ ０ ０ ０

女 ０ １ ０ ０
その他（短期雇用） 男 ２ ４ １ ０

女 ０ ２ ０ ０
合 計 ３ １３ ３ １

第１１表 地域内就業出稼ぎ労働力の業種と学歴 単位：人

注：大学程度は該当者なし。
出所：調査データから筆者作成。
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るものである。

（３）学歴なしの出稼ぎ労働力は少数で，短期雇用に限られている。小学校

程度の学歴を有する地域内出稼ぎ労働力はもっとも多く，主にサービス業や

短期雇用の比率が高い。

さらに，第１２表，第１３表は，地域外出稼ぎ労働力の業種情況を年齢階層

と学歴との関係で整理したものである。特徴は以下に示した。

（１）地域外出稼ぎ労働力は主に中学校程度学歴に集中し，主に建設業，製

造業，サービス業に従事し，しかも中学校程度学歴を持つ階層は業種の選択

肢が多いと見られる。

（２）学歴なしは少なく，業種は都市地域で受け入れられやすい建設業，製

造業となっている。それに関して，冯（２０１１）は，教育面における教育レベ

ルの高低に基づいて就業できる業界が制限されると指摘している。教育水準

の低い出稼ぎ労働者は地域の労務市場のなかで建築関係に従事し，最底辺の

性別 ２０歳代 ３０歳代 ４０歳代 ５０歳代
建設業 男 ７ ５ ５ ２

女 ０ ０ ０ ０
製造業 男 ４ ６ ３ １

女 ２ ０ ４ ０
教育業 男 １ ０ ０ ０

女 ０ ０ ０ ０
飲食業 男 １ ０ ０ ０

女 ０ ２ ０ ０
サービス業 男 ３ ０ ２ １

女 ７ ３ １ ０
医療業 男 ０ ０ ０ ０

女 １ ０ ０ ０
会社員 男 ４ ４ ０ ０

女 ２ １ ０ ０

その他 男 ０ 運輸業（１）、短期雇用
（２）、不動産業（１）

運輸業（１）、
短期雇用（２） ０

女 ０ 運輸業（１）、短期雇用（１） ０ ０
合 計 ３２ ２７ １８ ４

第１２表 地域外出稼ぎ労働力の業種と年齢階層 単位：人

出所：調査データから筆者作成。
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性別 学歴なし 小学校程度中学校程度 高校程度 専門学校程度 大学程度
建設業 男 ２ ６ ９ １ ０ １

女 ０ ０ ０ ０ ０ ０
製造業 男 ０ ２ ９ ３ ０ ０

女 ２ １ ３ ０ ０ ０
教育業 男 ０ ０ ０ ０ ０ ０

女 ０ ０ ０ ０ ０ ０
飲食業 男 ０ ０ ０ ０ ０ ０

女 ０ ０ １ ０ ０ ０
サービス業 男 １ ３ ２ ０ ２ ０

女 １ ４ ５ １ １ ０
医療業 男 ０ ０ ０ ０ ０ ０

女 ０ ０ ０ ０ ０ １
会社員 男 ０ １ ３ １ １ ２

女 ０ １ ０ ２ ０ ０
その他 男 １ ０ ４ ０ ０ １

女 ０ ０ ２ ０ ０ ０
合 計 ７ １８ ３８ ８ ４ ５

第１３表 地域外出稼ぎ労働力の業種と学歴 単位：人

出所：調査データから筆者作成。

肉体労働などの雑業種を担っている状況が普遍的な現象となっていると考え

られる４）。また，小学校程度の学歴の人数が次に多く，主に都市地域の建設

業やサービス業に就業している。高等教育を受けた出稼ぎ労働者は少なく，

製造業や都市地域での正規雇用としての就業が特徴となっている。

（３）高等教育以上の学歴を持つ出稼ぎ労働者は，建設業や製造業への就業

が減り，業種はサービス業，医療，教育等，都市地域での正規雇用が多い。

さらに，出稼ぎ労働力の収入状況について見てみよう。第１４表，第１５表

は，業種，学歴，就業所在地との関係で，平均年収について整理したもので

ある。以下の特徴があげられる。

４）冯建栋（２０１１）「提升农民工就业能力研究―以河南省为例」『企业导报』pp４７-
４８。
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地域分布 建設業 製造業 飲食業 サービス業

学歴なし 地域内 ０ ０ ０ 男性 ７，８００
女性 ４３，２００

地域外 男性 ３３，２５７ 女性 ２８，５００ ０ 男性 ２５，２００
女性 ４２，０００

小学校程度 地域内 男性 ４０，０００ ０ ０ 男性 ３１，６９６
女性 ３６，０００

地域外 男性 ３７，６３６ 男性 ３７，８００
女性 ３６，０００ ０ 男性 ３４，５１４

女性 ３０，０８３
中学校程度 地域内 男性 ３０，０００ ０ ０ 女性 ３６，０００

地域外 男性 ３９，９８１ 男性 ６２，３６９
女性 ３２，６００ 女性 ４０，０００

男性（障碍者）
３０，０００

女性 ３５，４７６
高校程度 地域内 ０ ０ ０ ０

地域外 男性 ４０，０００ ０ ０ 女性（障碍者）
２４，０００

専門学校程度 地域内 ０ ０ 男性 ８４，０００ ０

地域外 ０ ０ 男性 ３０，２４０ 男性 ４０，０００
女性 ４３，２００

大学程度 地域内 ０ ０ ０ ０
地域外 男性 ２４６，０００ ０ ０ ０

第１４表 学歴，業種別平均年収（１） 単位：元／年

出所：調査データから筆者作成。

地域分布 教育業 医療関係 運輸業 不動産業 その他
学歴なし 地域内 ０ ０ ０ ０ 男性２４，０００

地域外 ０ ０ ０ ０ 男性３７，６００

小学校程度 地域内 ０ ０ ０ ０ 男性２７，６００女性３９，７５０
地域外 ０ ０ 男性１９，２００ ０ ０

中学校程度 地域内 ０ ０ ０ ０ 男性３７，２００女性３６，０００

地域外 ０ ０ 男性４８，０００女性２８，８００ ０ 男性４９，５００女性３６，０００
高校程度 地域内 ０ ０ ０ ０ ０

地域外 ０ ０ ０ ０ ０
専門学校程度 地域内 ０ ０ ０ ０ ０

地域外 ０ ０ ０ ０ ０
大学程度 地域内 ０ ０ ０ ０ ０

地域外 男性３９，６００ 女性２４，０００ ０ 男性４０，０００ ０

第１５表 学歴，業種別平均年収（２） 単位：元／年

注：「大学程度」「地域外」の女性は研修中賃金である。
出所：調査データから筆者作成。
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（１）調査対象の出稼ぎ労働力の年収水準は，全体として河南省内の平均レ

ベルにさえ達しておらず，出稼ぎ労働力の所得が安定的でなく，相対に低い

水準であることがわかる。

（２）建設業についてみると，地域内就業の平均年収は３０，０００元から

４０，０００元程度で，しかも小学校程度が中学校程度より高い。したがって建

設業の地域内収入は学歴の高低に影響を受けないことがわかる。しかし，地

域外就業においては，学歴の上昇に伴い，年収水準も徐々に上昇している傾

向があり，また大学程度の年収が２４６，０００元でもっとも高いことがわかる。

したがって，地域外においては建設業の所得も学歴の高低にしたがって強く

影響されていることがわかる。

（３）続いて製造業の年収については，男女を問わずに学歴の上昇とともに

上昇する傾向があり，また，各学歴においては男性の平均年収が女性のそれ

を上回っている。しかも製造業従事の男女の所得の格差は２倍程度に達して

いる。したがって，工場などの製造業は性別が所得に大きく影響することが

わかる。さらに飲食業従事はサンプル数が多くないものの，地域内就業の平

均年収は地域外就業をはるかに上回り，従事する地域により大きな所得格差

がみられる。なぜ地域内が高いのかについては，さらに調査する必要がある

だろう。

（４）サービス業従事の労働力は人数的に多く，その中で地域内男性の平均

年収は学歴の上昇とともに上昇している。しかし，サービス業従事の地域内

女性の平均年収の水準は学歴にあまり影響されていないが，これは限られた

業種に見られる現象とも考えられる。また，地域外の平均年収からみると，

専門学校程度や学歴のない女性の平均年収が比較的に高い水準に位置し，男

性の平均年収については学歴の上昇に伴い，徐々に上昇する傾向がある。

（５）全般的には，学歴の差が，所得の差に大きく影響を与えていることが

わかる。例えば，建設業において学歴のない労働力の平均年収は大学程度と

比べて約７倍の差が生じている。また，建設業，製造業，サービス業におい

ては教育レベルが高いほど，出稼ぎ労働力の平均年収も高くなるという傾向
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が示されている。

（６）性別も平均年収の高低に関わる要因の一つと考えられる。製造業の就

業対象は主に男性であり，その所得水準は女性より男性の方が高い。だが，

サービス業従事の女性の平均年収は男性より上回っていることから，業種に

より状況は異なる。

２．４．出稼ぎ労働力の就業環境問題

前述のように，C村の出稼ぎ労働力の雇用状況は主に臨時雇いと短期雇用

に集中し，とくに建築業労働者においては，労働契約なし，および口頭契約

中心という状況が一般的にみられ，契約の不備などの問題が顕在化してい

る。さらに，劣悪な労働環境などの問題が顕著である。

このような出稼ぎ労働力の労働契約率が低い原因として，栗（２００８）は企

業側における書面での労働契約締結意識が欠如しており，労働契約の有無は

農民工の権益をより容易に侵害すると指摘している。また，企業が人件費を

削減し，さまざまな税金や責任を回避するため，出稼ぎ労働力を臨時，低賃

金で雇用し，契約を結ばないことによって，随時解雇することができる５）状

況にあるとしている。

また，この問題を農村労働力側から考えると，情報の非対称性のため，農

民労働者は企業に対抗する能力がなく，労働者は受け身となる。これに加え

て，農村出身労働者は法律知識が乏しく，自らの権利を守る能力が弱く，企

業に強い位置を与えている６）。また，出稼ぎ教育レベルは主に小学校程度や

中学校程度に集中し，法律知識や意識が相対に薄弱であり，それに一部には

非識字の労働者も存在することから企業との交渉に不利である。さらに，農

村労働力自身にも「仕事さえあればいい」という意識が強く，労働契約の内

容に基づく労働条件の縛りを厭う意識も強い７）。こうした結果，労働契約を

５）贾晓燕（２００７）『河南农民外出打工问题研究』郑州大学 pp３１-３２。
６）栗全林（２００８）『农民工劳动合同执行情况研究』首都经济贸易大学 pp１０-１１。
７）現在の仕事に満足しない場合はいつでも離れることが可能なため，署名して逆に
自分を縛るのではないかという主観的な判断を持っている場合も多い。
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締結することなしに就労する農村労働力が広範に存在することによって，当

地政府の農民工の権益保護に対する関心も低く，法律執行機関の企業への監

督が不十分となっている。このように，出稼ぎ労働力の労働契約の不備問題

は深刻であり，社会安定に大きな影響を与えていると考えられる。

続いて，出稼ぎ労働力の就業条件について，C村出身の建築業労働者４人

とのヒアリング調査（２０２１年１月）を実施した。これによれば，この４人

はいずれも労務保険に未加入状態で，食事や住まいも自分で解決するしかな

い状態であった。また，しばしば建設現場において露天宿泊し，満足な食事

も手配されないなど，就業条件は極めて厳しい状況であった。それに関し

て，李，今井（２００４）が指摘したように，出稼ぎ労働者は雇用契約，労務保

険についての知識がほとんど皆無に近く，建設現場での露天宿泊が主であ

り，一回の食事代は１元未満と貧弱で半失業状態にあたり，出稼ぎ労働力は

常に「給料の不支払い問題」を懸念していると述べている８）。さらに，河南

省の出稼ぎ労働力の就業条件や労働契約の不備問題はいまだに政府側に重視

されておらず，企業側への監督や政府側の注目度が低いと述べている。

こうした出稼ぎ労働者，とくに建築労働者の劣悪な労働環境，労働契約の

不備は，労働者の不安定就業と労働災害をもたらす重要な原因であり，政府

の関係機関には，出稼ぎ労働力の就業環境を改善し，企業側にたいして労働

契約の不備についての監督を強化することが求められる。

３．まとめにかえて
本論文では，河南省C村の出稼ぎ労働力の実例調査を行い，以下の結論を

得た。

（１）C村の農業経済の不振と，村内就業機会の限定により，大量の農家が

自発的に村外への出稼ぎを行っている。出稼ぎ労働力のフェイスシートにつ

いて整理すると，地域内出稼ぎは主に３０歳代，４０歳代に集中し，地域外出

８）李豊・今井健（２００４）「中国河南省における出稼ぎ農民の就業実態の解明」『農業
市場研究』１３．２，pp１１９-１２２。
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稼ぎは２０歳代の若年労働者が多い。C村の出稼ぎ労働力は全体として２０歳

代，３０歳代の壮年期男性農村労働力が中心であり，夫婦出稼ぎの普遍化に

よって省内における出稼ぎ労働力の既婚率が高いことがわかる。地域外出稼

ぎの情況から見ると，大島（１９９５）の先行研究で述べたように，男性の未婚

率が高く，未婚率も出稼ぎ現象に影響する一つの要因と考えられる９）。また，

近年の義務教育の導入や求人基準の上昇に伴い，C村の出稼ぎ労働力も主に

小学校，中学校程度に移行しているが，それでも専門学校程度および高等教

育以上の学歴を持つ者は少数である。この側面から考えると，河南省農村部

の教育レベルは依然として全体的に低い水準で，農村部の教育機関の整備，

関連インフラの整備が必要であると考えられる。

（２）省内における出稼ぎ労働力は，主に県内，県外への移動の出身地との

距離が近い地域において，短期雇用，もしくは建築業等の従事が多くみられ

る。その原因の一つは農業経営との兼業にあると考えられる。また，地域外

での出稼ぎは，主に出身地からかなり離れた沿海都市，中心都市への移動が

多い。省外への移動については，出身地と出稼ぎ先との距離の概念は薄弱

で，高賃金を求めての沿海地域，中心都市への出稼ぎが主流となっているこ

とがわかる。郭（２０１３）の研究結果のように，農村労働力は一般に建設業，

製造業，サービス業への就業が多い１０）。しかし，学歴の制限により，出稼ぎ

労働力の就業選択が二極化している。高等教育以上の学歴を持つ農村労働力

は正社員としての雇用が主となり，建設業や製造業への短期雇用は大きく減

少している。比較的高い学歴を有する農村労働力の従事する業種は，主に

サービス業，医療関係，教育，都市部での正規雇用で安定的な出稼ぎを行っ

ているのである。また，農外就業による収入額は，教育歴など「労働力の

９）大島一二（１９９５）「中国広東省における出稼ぎ現象の実態：深圳市・梅州市・梅
県の実態調査を中心に」『農村研究』（８１），pp９８-１０９．

１０）郭云贵（２０１３）「河南省农村进城务工人员就业状况实证研究」（周口师范学院 经

济管理系，河南 周口 ４６６００１）『西南农业大学学报（社会科学版）』２０１３年４月，
pp２-３。
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質」による差異が見られる１１）。

（３）調査対象全体の平均年収情況は，全国の出稼ぎ労働者の賃金，省内の

平均賃金と比べてやや低いことがわかった。省内における出稼ぎとの比較

で，地域外の出稼ぎ労働力の勤務期間は安定的でかなり長い。また，年収に

影響する原因として，性別，学歴，勤務期間などの要素が影響を与えてい

る。韓（２００５）が述べるように，とくに教育の差は農村貧困問題や出稼ぎ労

働力の収入を左右する重要な要因となると考えられる１２）。

（４）出稼ぎ労働力の雇用は，とくに省内移動，低学歴の場合などにおい

て，主に臨時雇いや短期雇用に集中している。また，個人経営や正規雇用さ

れる農村労働力の数は全体としてかなり少ないと見られる。就業ルートとし

て，出稼ぎ労働力の就業ルートは知人・家族の紹介・ネット情報や地域労働

市場の利用から構成され，省内および省外地域の両地域において，知人・家

族もしくは出稼ぎ経験のある農村労働力の紹介による傾向が多くみられる。

これにたいして，地域内では一部の少数の農村労働力が県内労務市場や個人

応募を通じて就業先を決めており，また地域外においては，求人アプリの活

用など新しい就業ルートもみられる。また，李・今井（２００４）の研究が指摘

しているように，労務契約，労務保険の伴わない条件で，就労している場合

が多い。こうしたことから，社会保障制度の拡充，関係機関の監督の強化な

どによって，出稼ぎ労働力の不安定就業問題の改善が求められている。

今回の河南省C村の調査結果から見ると，出稼ぎ問題に関する国内外の先

行研究の見解といくつかの点で同様の傾向がみられた。しかし，C村の調査

データからは，既存研究に示された結論と異なる，いくつかの新たな知見も

みられた。まず，本論文は，地域外出稼ぎだけでなく，兼業を伴う地域内出

稼ぎ労働力を研究対象として分析を行った点である。こうした近距離出稼ぎ

１１）李豊・原任利・今井健（２００５）「中国における農村世帯間の収入格差の拡大と世
帯員の就業形態について：中部畑作地域・河南省を対象とした統計資料分析」
『農業市場研究』１４．２，pp１０５-１０９．

１２）韓福相（２０１５）「人的資本の貧困削減効果：中国河南省農村部の教育水準を中心
に」『大阪産業大学経済論集』，１７（１），pp１-１８。
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は６ヶ月以内の短期間の就業が主であり，農業との兼業および夫婦出稼ぎに

より既婚率が高いなどの特徴がみられた。また，出稼ぎ労働者の賃金水準に

ついては，C村全体の出稼ぎ労働力の平均年収は，省内，全国平均レベルと

比べて低い水準であったが，出稼ぎ先地域の経済状況などにより，同じ業種

でも地域外より地域内の出稼ぎ労働力の収入が高い場合があるなど，一方的

な地域外への出稼ぎ選好に関して異なる結果も得られた。

最後に，出稼ぎ労働力の就業環境にかんするより詳細な調査，政府側の対

策について十分に明らかになっていない点が残されている。こうした課題を

今後の研究における課題として，さらに詳しく考察していきたい。
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The Actual Situation and Challenges of Rural Labor
Force Migration in China

A Survey of Farmers in Village C, Henan Province

YANG Xiaoyu
OSHIMA Kazutsugu

This paper investigates an actual case study of migrant labor force in C
Village, Henan Province, and draws the following conclusions.
(1) Due to the sluggish agricultural economy in Village C and limited
intra-village employment opportunities, a large number of farmers have
voluntarily migrated out of the village.
(2) The face sheet of the migrant labor force can be summarized as
follows:intra-regional migrant workers are mainly concentrated among
those in their 30s and 40s, while those outside the region are characterized
by young workers in their 20s;
In addition, the migrant labor force in Village C is mainly composed of
primary and middle school graduates, with only a few having technical
school or high school educations or higher. Therefore, the overall level of
education in rural Henan is low, and it is considered necessary to improve
educational institutions in rural areas and related infrastructure.
(3) The migrant labor force in the province is mainly engaged in short-
term employment or in the construction industry in areas within and
outside the province, where the distance is close. One of the reasons for
this can be attributed to dual employment with agricultural operations. In
addition, out-of-province migrant workers are mainly moving to coastal
and central cities that are quite far from their place of origin. As for out-of
-province migration, the concept of distance between the place of origin
and the destination of migration is weak, indicating that migration to
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coastal and central cities in search of higher wages is the main source of
migration.
(4) The average annual income of all surveyed workers was found to be
slightly lower than that of the national and provincial average.
(5) The duration of service of migrant workers outside the region is
considerably longer than that of migrant workers within the province.
(6) Employment of the migrant labor force is mainly concentrated in
temporary and short-term employment. In addition, the overall number of
rural labor force members who are privately owned or regularly employed
is seen as quite small. The employment routes of the migrant labor force
consist of introductions by acquaintances, family members, online
information, and the local labor market, and in both the intra-provincial
and extra-provincial regions, there is a tendency for the migrant labor
force to be introduced by acquaintances, family members, or rural labor
force members with migrant experience, indicating that rural labor force
members depend on acquaintances and blood relations for their migrant
employment.
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支払うことができる。謝礼の額は，役員会で決定する。

１８．本規程の改廃は，役員会の議を経て，総会の過半数でこれを行う。

付則

本規程は，１９９１年４月１日より施行する。

本規程は，１９９９年１２月１０日一部改訂施行する。

本規程は，２００３年５月２１日一部改訂施行する。

本規程は，２００３年１２月３日一部改訂施行する。

本規程は，２００６年６月７日一部改訂施行する。

本規程は，２００８年５月２８日一部改訂施行する。

本規程は，２０１０年５月２７日一部改訂施行する。

本規程は，２０１１年１０月１２日一部改訂施行する。

本規程は，２０１４年７月２３日一部改訂施行する。

本規程は，２０１６年５月１１日一部改訂施行する。
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