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1．はじめに（研究の背景と目的）
▲研究の背景
中国社会保障制度は、1949 年建国時の計画経済から、その後、変革され、市場経済への転
換期に入り、今日では「社会主義市場経済」という独自の体制を取るに至っている。ただし、
計画経済期における「単位」保障 ( 単位保障は職場や勤務先の会社という単位で保障を行わ
れている意味である。) の負の遺産も抱えながら、市場経済の導入に伴う国民所得格差が生ま
れ、一方、都市部と農村部の二元社会の貧富格差もますます拡大した。また、
「一人っ子政策」
の結果を招いた急激な少子高齢化、社会保障費用の急膨張傾向など、新しい問題にも対応し
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なければならない。中国第十二次五ヵ年計画で 2011 年以降、「適度普惠」（シィドプヒイ、経
済発展の水準に相応しい社会保障の内容と水準で、基礎レベルの社会保障を全国民に行き渡
らせようという意味）社会保障制度が今後のモデルとして提唱されるようになった。習近平
政権のもとで、社会保障に関する「小康社会（経済的にややゆとりのある社会）」を 2020 年
までに完成させ、「｢最低ラインの厳守、民生の保障網 ( セーフティーネット ) の整備、仕組み
の確立」という要求に基づいて、全国民をカバーし、都市・農村を統一的に計画し、権利と
責任が明晰で、保障が適度で、持続可能かつ多層的な社会保障体系を全面的に完成する」と
いうスローガンを打ち上げ、「全人民の共同富裕」に向けたスタートを切ることを強調した。
今後、経済を継続発展させつつ、制度の一元化と制度間の格差是正の期待がかかる社会保障
制度を完備することが重要となる。従って、計画経済時期から現代市場化社会へ転換し、制
度の経路依存（path dependence）からできる限り脱して、社会保障制度の新たなルート選択に
導くような社会保障理念の検討は研究としては重要であろう。とはいえ、社会保障制度を含
めて制度は歴史的形成体である。特定の国の特定の時代には固有の文化的、政治的、経済的
基盤があり、その上に、制度について考察を進める場合に、それだけを切り離して意義や問
題点や改善の方向を検討してはいけない。
一方で、改革後の中国社会は経済体制の変更に伴い、その中で社会構造中の基本的な人の
配置、すなわち階層構造も根本から変化した。市場経済の導入は社会流動の機会を増加させ
つつあり、計画経済体制よりは、社会階層分化の中で、戸籍、党員身分などそれまで重要で
あった政治要素の機能は弱まり、経済要素の機能が強まった（李、2002）。社会変革の過程に
おいて、制度の取り決めが社会階層の構造の変化に影響を与える。エスピン - アルデルセン
も、福祉国家の階層化について「福祉国家は、ただ不平等な構造に介入しこれを是非しうる
メカニズムであるばかりではなく、それ自体が階層化の制度などである。福祉国家は社会関
係を形作る能動的な力である」と言及し、「救貧法やミーンズテストの社会扶助は、受給者に
対して制裁を加えたスティグマ化することで、明らかに階層化を目指したものである。また、
ビスマルク型の社会保険モデルも明らかに一つの階級政治の産物であり、階層化により、様々
な階級や地位集団に対してそれぞれ独自のプログラムを立法化することで、賃金生活者を分
断して、個々の固有の地位が際だつことになる」と指摘した。この観点から、社会保障は所
得再分配を通じて貧困、格差を解消する機能が逆に社会の階層化を形成するものとなる。中
国の場合は、社会保障制度が従来から、戸籍制度で都市と農村を分離させ、また職業により、
企業職員と違い、コーポラティズム的に公務員に対して特権的な福祉待遇があるという社会
の断片化（fragmentation）が存在していた。これらは社会流動の障害をもたらす原因ともなる。
社会保障制度そのものが社会階層の秩序と双方向的に影響し合っている。中国社会保障制度
の変革と社会階層構造の変化は繋がり、これについて研究することは中国的、アジア的社会
保障の類型論を検討する上で意義があると思う。

▲研究の目的と研究意義
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１． 本論では、日本において殆ど行われていない中国社会保障思想を含め政策思想や社会主
義的市場経済の中での社会保障制度を明らかにし、社会保障についての論述がどのよう
にされているのか、特に理論基礎に関して検討する。それによって、端緒的であっても
中国社会保障の原理や基本について体系的理解を進めるための一助とする記述的研究と
なろう。
２． 現在の社会保障に関する政策改革を分析し、中国社会階層と社会保障の関連関係を論じ、
そこから、格差社会からの緩和としての「全民の共同富裕」に向けて中国社会保障の展
開を見ていく。
本論では研究目的でいうところの記述的研究に留まり、多少分析的記述を加えるという研
究であるが、これらの検討が基礎となって、今後の本格的な研究が展開されることを期待する。

２．第一章中国社会保障の基礎理論に関する考察
▲中国社会保障に関する先行研究の概観（１－１）
本節では、従来日本ではこれまで十分明らかにされていない中国社会保障の政治の中での
位置付け、そして習近平期における社会保障改革のなかで、政府や行政府の施策や計画等の「宣
言」とともに、学界においても、政府の施策に平行するかたちで、様々な議論が行われてい
ることを示したいと考え、その一端を示すことを目的にし、現在の先行研究を概観した。まず、
「中国知網」で「中国社会保障」という主題（中国知網で文献検査する時、日本のオンライン
文献検索センターの検索項目と違い、全文（その単語が用いられているすべて論文。例えば、
論文の中である単語が１回でも使われてたら、検出される。文献数が最も多く出る）、主題（テー
マもしくは領域を指す。論文名、キーワードと要約の三つから同時に検索詞を検索する）、関
鍵詞（キーワード）、篇名（論文名）、作者（著者）、摘要（要約）などの文献検索の分類項目
がある。本本論は、中国社会保障という領域に関する多方面から理解する上にレビュー研究
を行うために、中国知網の「計量可視化分析」機能を使って、主題という項目を選んだ。）で
検索し、8423 通の文献を得た。
「中国社会階層」という主題で検索し、2760 通の文献を得た。
「中
国

社会保障

社会階層」という主題で検索し、279 通の文献を得た。その後、計量可視化分

析を行って、文献数から見ると「社会保障制度」
「社会保険」
「社会公務」
「社会保障制度改革」
「労
働者」「養老保険制度」「農民工」「社会保障体系」「養老保険」「財務管理」前十位は今中国社
会保障の学術界において最も関心がある領域であることが分かる。その上に内容を分析し整
理し、「社会保障体系」
、「財務管理」と「養老保険制度」（年金制度）に関するレビュー研究
を行った。
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注：2019 年６月時点で「中国社会保障」というテーマで検索した結果
まず着目されるのは社会保障制度の体系についての考え方である。最初にインスティテュー
ショナル（institutional= 制度的）とレジデュアル（residual ＝残余的）という類型論は資本主
義社会における福祉類型論の出発点であった（ウィレンスキー＆ルボー、
1958）。「残余的福祉」
は基本的には個人のニーズが家庭と市場を通じて満たされ、家族と市場がうまく動けない場
合に国家が介入する形になる。
「制度的福祉」は国家と政府の役割を強調し、個人のニーズに
対して責任があり、法律や制度によって提供すべきである。そのあと、いわゆる福祉資本主
義としてはティトマスやエスピンーアンデルセンの基本 3 類型論がある。その中、ティトマ
ス（1968）は、スティグマが出やすい「選別主義」に対して、「普遍主義」は対象を選別する
「制
ことを回避でき、すべての人の福祉をカバーすることを強調した。彭華民（2011）によると、
度」対「残余」は政府の責任で区別し、「普遍」対「選別」は社会福祉の提供方式（ミーンズ
テストの有無）から区別しているので、これらはあくまで理念型（ideal type）であると指摘した。
その故に、国は福祉制度を建立すると福祉類型を選択する時に現実から出発、多元性が現れる。
中国もこれらの理論を参考にし、前述のように、2007 年民政部は従来の「残余型」から「適
度普恵型」へ転換するという方向を決めた 。
学界において、「適度普恵型」という社会保障体系をどのような形にするのかについての議
論も色々があるが、基本的に政府と方向性が一致しており、その代表的な学者は鄭功成と景
天魁などである。鄭功成（2002）は、中国社会保障制度改革の本質は「国家−単位」保障か
ら「国家−社会」保障への転換であると述べている。彼の意見をまとめてみると、「国家−社
会」保障の特徴としてはレベルが適度、責任共に担う、国家か政府が基本保障を担当し、基
本保障を超えた社会的ニーズは国家ではなく、社会から提供する、つまり市場や社区（コミュ
ニティ）に頼り、更に家庭の内で責任を持たせて対応すること（これについては、中国では
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「高齢者権益保障法」という法律があり、扶養義務に関する親の子に対する、この親に対す
る扶養責任を求め、そのための裁判制度を設けている。ちょうど、社会保障の発展が、家族
ではなく（家族の経済的・身体的扶養を社会的扶養に変えていく歴史があるが、そうではな
く、むしろ、社会保障ではなく、家族に扶養義務を課すという中国独自の政策である）。つま
り、これが中国において、持続可能な発展モデルであると考えている。景天魁など（2000）も、
中国の今後の深刻な老齢化に向け、所得代替率が高い（約 60％）一方で、高齢者の増加とと
もに、年金の支出が財源足りなくなる恐れがあるので、保険制度のカバー範囲の拡大と給付
水準の上げることについては慎重にし、基礎的な保障に限定すべきであると、主張している。
一方で、反対側として一番代表的なのは効率主義を主張している陳平の「短視論」である。
彼（2002）は、「中国は現在統一的な社会保障制度が存在しないが、そのことが、より良い生
活条件を目指す農村若者としての労働力の都市部への流出を促し、労働力の流動化を促進す
る。それによって、都市のコストも低くなり、国際資本の流入と労働集約型産業の移動場所
になる条件となりうるというものである。また、統一的な社会保障といっても、農村 · 都市の
地域格差の原因で経済的に実現不可能であると指摘し、更に社会保障制度が拡大したら、外
資がより労働コストが低い国家に移動し、中国の国際競争力を弱めてしまうことという認識
が重要だ」と論じている。彼の意見から見ると、統一社会保障体系の理論基礎は均衡経済学
なので、中国のように地域格差があり、極めて不均衡な国家としては、家庭式の貯蓄年金保
障を主に、民営の医療保険を補助とし、最後のセーフティーネットとして社区が社会救済の
責任を負うという社会保障体系を主張している。
従って、都市と農村の社会保障制度（2 分立制度）を統一すべきかどうかについての討論
は、中国学界において色々な意見があるが、総じて統一することに反対する学者達は、普遍
的に現在時点で都市と農村社会保障の一体化する条件はまだ未熟という理由を挙げる。例え
ば、胡晓玲 (1998) は、建国した後、建立した社会保障の発展は経済発展水平を超える時に何
が起こるかを分析し、今農村保障体系を無理に建立しても、5.7 億農村人口に関する深刻な資
金問題を招くことと考えられている。鄭功成 (2002) も一元化の制度作りは現実的な社会保障
政策の出発点としてではなく、社会保障制度政策の「目標」とすべきと主張している。それ
に対して、王思斌（2004）は、現在中国の社会保障制度は断裂がある（都市部と農村部にお
いて社会保障制度の差があることを指す）という指摘があった。詳しく言うと、まず従来か
ら、政府は都市と農村という二元社会から社会保障制度を建立し、戸籍制をベースに社会保
障制度の対象は、ずっと都市部を重心にして、農民団体が排除されていた。次に都市の社会
保障制度は単位保障から社会保障に転換する過程で、問題も生じている。例えば、企業や事
業機関に属したレイオフ者や退職者は社会保障の責任が単位から社区に移させることになる。
中国において長年に単位体制を実施したので、社区はまだ始めたばかり、補助として存在し
ている。それで、社区において生活サービスなどの提供が不完全で、従来から殆ど全方面か
ら単位福祉を恩恵した対象者は形式的には得られるという形で単位保障から社会保障という
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けれど、実際に現実に得られるサポート間に差があるのが現実である。このようにして、社
会保障によって保障されることになったといっても得るべく保障が受けられない状況がある
（王、2004）。また、杨玉民 (2002) の主張を要約すると次のようになる。理論的な角度から制
度の一元化は社会保障制度の内在要求、一元化の制度は公平だけではなく、管理も便利にな
る。市場経済の発展は、全国統一な国内市場と労働力市場を要求し、それに相応しい社会保
障制度と社会保障基金も統一すべきである。そうしないと、労働力の流動は全国範囲では必
ず妨げられる。しかしながら、これらの観点は目標を言い出したが、目標を達成する手段に
ついてあまり言及してなかった。都市と農村の一体化するために一般的な枠組みは建立しや
すく見えるが、社会保障項目など具体的には地域によって違いがあり、ステップバイステップ、
つまり段階的に実現されなければならないと考えられる。現時点から見ると、このように折
衷的な観点に多数な学者達が最も賛成した。その一例として、林毓铭、米红、涂山峰（2003、
2008、2010）などが自由裁量政策（discretionary policy）を提出し、都市と農村の社会保障体
系が繋がっていくという考え方が挙げられる。具体的には、社会保険を中心に、まず農民工
を都市居住者年金制度に入れ、後に経済の発展に従って、徐々に農村部他の社会保障項目を
カバーすることを提言した。また、王国軍（2000）は三次元社会保障体系を提案している。
この中で一次元は全国をカバーする法定基本保障、例えば最低生活保障、基本衛生保健など、
二次元は農村を含めて、年金、医療、失業と労災の強制加入のいわゆる社会保険による保障、
三次元は民間保険が主としてのプラス保障である。しかしながら、実態としては政策決定の
ネットワーク（Decision Making）には都市と農村の社会保障制度は改革が必要だという認識
もあるが、現在の政策として「都市と農村が分立し管理する」という実情がしばらく変わっ
ていない。これから、習近平が「都市と農村が統一的計画する」という目標を提出し、社会
保障制度の改革はどういうふうに進展するかについて深刻な課題になろうと指摘している。
また、老齢化に伴って中国社会保障の財務管理について関心が高まってきた。その中で、
社会保障財源としての社会保障費と社会保障税（日本で、社会保障費は社会保障給付費のこ
とを指して、社会保障税は社会保険料、労使折半などのことを指す。中国の場合は、社会保
障費は社会保険料、住宅積立金など社会保障に関する費用のことを指して、社会保障税は社
会保険税、payroll tax とも言い、雇用主若しくは従業員に課される税を社会保障基金のために
使うこと。つまり、中国の費と税は両方社会保障財源調達としての手段を指す。中国の費と
税は日本において、保険料と租税に当てはまると考えられる。）に対する研究が増えた。今ま
では中国社会保障の財源は保険料、財政補填とその他収入（基金の投資収益および社会寄付）
からなっている。なお、2019 年１月１日から、社会保障費の徴収は、従来の人力資源と社会
保障局から、税務局に変更された。そのため、社会保障費は社会保障税に変えたという声が
出てきたが、実際の状況は現在人力資源と社会保障局は従業員の給与情報を持っていないた
め、今まではあくまでも申告された給与データを基に社会保障費を徴収している。多くの会
社は従業員給与を過少に申告することで、社会保障費の負担を抑えてきたが（「中国企業社会
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保険白書 2018」によると、2018 年社会保険料をきちんと納めた企業はわずか 27.1％であった。
原因としては、企業側は社会保障費を本来の賃金や所得より引き下げた最も低い基準に基づ
いて納付する行為が横行していた）、今後税務局で社会保障費の徴収になると、納付基数を個
人所得税と照合されるので給与の過少申告が不可能になることである。これなどは、日本に
おける「マイナンバー」制度や税の捕捉と社会保険料の課徴との議論などの近似性を発展途
上の中国における議論としてではあるが同じ問題意識を感じる。
社会保障税は実は 1996 年『国民経済と社会発展

九五

計画と 2010 年ビジョン目標概要』

で、すでに「社会保障税」の徴収を始めるという意見が出ている。2010 年両会期間に、全国
政治協商会委員劉江龍は、1995 年から 2004 年までの 10 年間、45000 億元の全国年金保険基
金を損失（原因としては、死んだ人を偽り年金を受け取り続けること、職員が社会保険基金
を不正使用することなど）して、人民の年金を有効に徴収するように、社会保障費を社会保
障税に変えようと提議した。同年４月１日に、財政部部長謝旭人ははじめて政府の立場で「社
会保障税の徴収を研究する」ということを表明した。現在、中国は「社会保障ジレンマ」に
陥って、つまり、老齢化がもたらした巨大な社会保障資金に対する請求の額の乖離、企業の
社会保障費の未納、基金の不正流用、浪費、横領などである。社会保障資金の調達は国家社
会保障体系の核心であり、今の中国においてはこれをどうするのかについて根本の問題意識
として研究者間では議論されている。国家体制が異なる中で社会主義的市場経済を標榜する
中国において研究者は出来る限りの検討を制約下において行っているといえる。現在に、社
会保障費を税に変えることに対して代表な意見が 3 つである。一つは、贾康、庞凤を代表す
る政府職員と財税専門家の賛成意見である。彼らの意見から見ると、税の場合徴収効率が高
く、法律的には拘束性、公平性、互助性という特徴を持ち、従って、社会保障税は社会保障（個
別社会保険料納付）費より優れているとし、社会保障税の徴収は社会保障改革の中で制度の
不統一、保険料の徴収コストに対して効率の低さという課題を解決できるという指摘である。
二つ目は、鄭功成、鄭秉文を代表する社会保障専門家の反対意見である。彼らによれば、税
に変えることは今の「社会保障ジレンマ」を解消することはできない、むしろ社会保障基金
調達に対する立法が重要だという指摘である。また、税に変えたら、現在納めた社会保障（個
別社会保険料納付）費用は所得比例のような形にならないために将来の給付に反映しないた
め、労働者のインセンティブにマイナス影響を与え、中国社会保障制度発展の戦略方向、つ
まり完全積立方式の社会保障資金調達モデルに向いていないことになると指摘した。三つ目
は、社会民衆は社会保障税に抵抗感を持っている。今も中国の税負担は民衆が重いと考えて
おり、社会保障税の徴収は必然に更なる負担に繋がる。そして、政府が吹聴した収入格差を
縮小する目標を実現できないという声が多い。政府の動きから見ると、「社会保障税」を徴収
することがすでに確定なことなので、ただ実施時期がまだ未公開であるが、その前に民衆の
不信感に対する解消や社会保障予算の建立など課題について解決しなければならない。
具体な社会保障制度については、三大保険制度（年金、医療、失業）に関する研究の代表
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者は何平と景天魁など社会保障専門家である。また、最低生活保障制度に関する研究の代表
者は洪大用などである。ここで、養老保険制度（年金制度）を取り上げ簡単なレビューを行う。
簡単に年金制度を紹介すると、現在の中国の年金制度は三層建て（基礎年金、企業補充年金
と個人貯蓄式年金）で、この中で、企業補充年金と個人貯蓄式年金は任意加入の完全積立式
であるが、基礎年金は強制加入の賦課方式（社会プール）と積立方式（個人口座）を組み合
わせるという年金制度である。中国年金保険制度についての研究は主に資金調達など経済学
的な角度から研究されている。まず、李绍光（1998；2004）は再分配効用、経済増長効用に
ついて、賦課方式と積立方式のどちらが優位かを分析した。彼によると、年金保険は、発展
途上国にとっては単純一種類の資金調達は不十分であり、「パレート効率性」を参考にし、賦
課方式と強制貯蓄を合わせることがベストであると強調した。封進（2004）によると、厚生
経済学理論により、社会福祉（厚生）最大化を目標にし、中国の現在の賦課方式（社会プール）
と積立方式（個人口座）の混合体系の最適比率を算定し、賦課方式にウェイトを置いた年金
制度は中国にとって適切だと指摘された。そのほか、海外の学者は中国高齢化と高齢財政問
題を解決するために、積立方式が一番有効であるが、個人口座の投資収益率を良いことが前
提となるという意見もある（Feldstein、1999）。その後、年金制度の三層化により、見なし
掛金建て方式（Non-ﬁnancial Deﬁned Contribution, NDC）が、掛金建て方式（Financial Deﬁned
Contribution, FDC）と給付建て方式（Deﬁned Beneﬁt, DB）より優越性があり、中国の企業補充
年金（企業年金）に適応するという意見が多い（鄭秉文 2005；鄭伟

袁新钊 2010）。

なお、心理学、公共経済学と行為金融学の発展に伴って、マッチング掛金建て（Matching
deﬁned Contribution, MDC）も学界で注目された。その代表はアメリカの 401（ｋ）制度であ
る。研究により、この制度は従業員のインセンティブによい効果があると証明された（成、
2016）。また、企業年金への参加率を増加するために、まず税制優遇の実施から従業員の参加
インセンティブに励ませることを考えられる。個人貯蓄式年金（個人年金）については 2017
年に国務院は「商業養老保険の促進に関する意見」を公布し、この中で「個人税金繰延型商
業養老保険」の試行を実施することが正式に公表された。これから、財政などの問題により、
基礎年金から企業年金と個人年金に関する研究がますます増えると考えられる。
当然ながら、中国社会保障に対する議論は以上の内容だけではなく、学術界にしろ、行政
府にしろ、社会保障の責任主体を中央政府にするのか地方政府にするのか、そのバランスは
どちらにするのかといったことや、かつて日本でも良く議論された社会保障制度の充実と国
民貯蓄率に与える影響などについて研究が多数ある。これらの討論は中国社会保障研究が次
第に深化していることの反映でもあるが、中国が抱える社会保障制度の改善すべき点を示し
ているとも言え、未だ制度が発展途上であることを示している。中国国内で現在社会保障に
関する研究は特に経済の拡大成長との関係が重要であることから、経済学の角度から研究す
ることが多い。ただし、社会保障は同時に論理学、社会学、心理学、政治学など他学科も関
連する領域である。学際的研究も必要という指摘がされている（徐、陈 2004）。また、研究対
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象に対して、日本においてはすでにその観点からの研究が多数行われているが、ジェンダー
（女性というグループ）が軽んじられやすい（例えば、男性が 60 歳、女性は 50 歳（女性幹部
は 55 歳）という定年年齢の違いに関する研究が少ない）ということも注意する必要があると
考えられている。
以上、中国において社会保障研究の関心の範囲や議論について、その一端（年金制度を中
心に）だけではあるが紹介した。なお、医療制度ついても賦課方式と積立方式の組み合わせ
であるが、制度の仕組みや供給体制など多岐にわたることから取り上げなかった。なお、近
年は学術界で計画経済時期から現代市場化社会へ転換し、制度の経路依存（path dependence）
から脱出して、社会保障制度の新たなルート選択に導く社会保障理念（図の第十五位の思想
体系に当たる）の重要性を再認識し、研究も増加した。
また、
「中国社会階層」に関する文献数の前十位は「階層構造」「社会階層」「階層分化」「当
代中国社会階層」
「社会階層化」
「知識分子」
「中間階層」
「中間等級」
「社会階層分化」
「中産階級」
である。これらについて今中国社会階層について、特に学界では、社会の階層化と中間階層（中
産階級）に対して最も関心があることが分かる。これは社会保障システムとの関係で極めて
重要であるし、中国の社会の変化についての学界の問題意識でもある。
本論の位置付けとしては、まず、日本であまり吟味されていない中国社会保障制度につい
ての概念、理念など理論基礎を整理し、歴史に合わせて分析する。また、新時代に中国社会
保障制度に関する動向を紹介し、ついでに、中国の社会階層と社会保障の関連を論じ、社会
保障制度の政策によって、社会構造の中で中間階層に対する調節機能も多くなるという仮説
が考えられる。

注：2019 年６月時点で「中国社会階層」というテーマで検索した結果
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▲中国社会保障制度に関する概念（１－２）
社会保障（social security）という言葉は漢字で「社会の保障」と書くならば、そして、セキュ
リティは安全という意味でもあることから、
「社会の安全」や「国民の生活の安定を維持する」
ための社会政策を実行に移す最重要な社会の存続のための社会制度としての意味ともなる。
また、古代ではこういう現代的な言葉は使わずとも、民衆の生活安定維持システムとしても
存在する（ローマのアリメンタや、日本の恤救規則など）。従って、社会保障思想や理念は源
流をたどるならば古代から存在している。１− 4、5、6 ではそのような観点から通観した。
一方、現代的立法上の用語としてその言葉を冠したのは、1935 年アメリカの社会保障法が
最初である。中国では 1986 年４月 11 日の第六期全国人民代表大会第四回会議において、「国
民経済と社会発展の第七次五カ年計画」で社会保障という言葉がはじめて国家の公式文書で
提出され、これを契機に中国国内で一般化してきた。
社会保障の概念については 1942 年イギリスの『べヴァリッジ報告』と 1950 年日本の社会
保障制度審議会勧告において各々定義された。一方、中国において学説という意味では必ず
しも明確になったとは言えないが例えば、国家公務員試験において社会保障の定義について
の設問も設けられ、「国家もしくは政府が責任主体として、法律により、国民収入の再分配を
通じて、一時的または永久的に就労能力を喪って生活困難を致す市民に対して、物質的援助
を提供して、基本的生活水準ニーズを保障する制度であり、本質は社会公平を守って社会の
安定な発展を促進することである」と規定している（直訳）。
中国国内における学者の社会保障解釈として代表例を上げると、陳良瑾の「社会保障とは、
国家と社会は、法律に基づいて国民所得の分配と再分配を通じて社会会員の基礎生活及びそ
の権利を保障する社会安定制度である」、と鄭功成の「社会保障とは、国家または社会が法に
依拠し、国民の経済福利の性質を備えた生活及び社会化した生活を保障するシステムの総称
である」などがある。また、唐钧は、家族保障機能という点から、「社会保障とは、現代国家
社会政策と社会立法の重要内容であり、国家と社会は現代化中、弱体化された家族保障機能
の補償するために、社会メンバー全体に対して現代社会中の社会経済リスクを対応してあげ
て、社会化の保障手段を運用し、法律による社会メンバー全体の基本生活の経済福祉制度で
ある」と定義している。一点、注意しなければならないのは次の法律と制度である。中国で
は「高齢者権益保障法」という独自の法律があり、扶養義務に関する親の子に対する、この
親に対する扶養責任を求め、そのための裁判制度を設けている。このように、家族に内在す
る保障機能の重視は、社会保障の充実を国家は標榜しているものの、今まで以上に強く意識
され、そのための裁判制度や法律が存在するという極めて珍しい特徴がある。
ただし、社会保障は国家による国民の生活保障という事では共通している。
社会保障概念の違いにより、社会保障制度の枠組みも違ってくる。中国において第九次五ヵ
年計画の中で、中国社会保障概念の枠組みとして、社会保険（年金、医療、失業、労災、生育）、
社会救済、社会福祉、優遇待遇（軍人遺族など）、社会互助と「個人の貯蓄による保障」など
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を有機的に結びつけた重層的な社会保障制度というモデルを決めた。このように、中国にお
いては、日本に似て社会保障制度の中に社会福祉を包含するものであり、社会保険と現金救
済だけの機能を見指している国と異なる。しかしながら、より大きな概念、目的概念として
の福祉の実現、社会福祉というものを充実させるということでは広く福祉を捉え、制度とし
ての個々の社会保障を超えたものとして福祉という概念を見て行かなければならないという
論者もいる。例えば、劉继同（2003）は「社会保障が時代の産物であることに対して、社会
福祉が永遠に追求すべくものである」と言及し、「現在中国は社会福祉と社会保障概念に対す
る理解は直接に社会保障制度とその中の社会福祉制度の発展に影響をもたらす」と問題提起
している。これから中国社会保障に関する研究のほか、社 会福祉に関する理論基礎研究の重
要さもあると考えられる。

▲中国社会保障制度に関する理念（１－３）
劉同芗（2007）は、「定義もしくは理念が決まれば、制度の取り決めと政策の選択は理念か
ら導き出されるし、その理念も反映している。理念は、制度の構築と発展に直接的かつ効果
的な影響を及ぼす」という理念の重要性を論じた。中国においては、改革前に社会保障は社
会主義下の産物として認識され、社会主義の特質、つまり労働者中心ということを社会保障
制度の旨とした。改革後社会保障はずっと市場経済の隷属部分として認識され、自主性を失っ
ていた。このような理念の転換も社会保障制度の建立と改革に重大な影響を与えた。
社会保障に関する理念は、主に「権利と責任」、「公平と効率」、「政府と市場」からなって
いる。中国学界では、丁建定（2005）は個人自助理念、国家責任理念、国家、社会、個人共
同責任理念から、郭殿生（2006）は公平優先理念、効率優先理念、公平と効率並行理念から、
周宗順（2004）は政府主導理念、市場主導理念、政府と市場の有機的な組み合わせという理
念から各々分析した。
建国から今まで、中国の社会保障理念も歴史に伴って転換している。
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国家と政府の責任

社会保障は社会主義制度の有機的な構成部分に属し、社会主義の優

重視の平等主義

位性を具現化する機能を担うため、システムの建立と実施は均等化

（計画経済期）

を重視している。例：国家と企業が全部負担する「労働保険条例」
一方、国有企業に所属しない集団企業や農民が除外された。（狭義
の平等主義）

市場と個人の責任

改革開放で、トウ小平の「先畗論」の前頭つまり「先に豊かになれ

重視の効率主義

るものと一部の地域が先行しよう」を重視し、社会保障制度も効率

（市場経済初期）

優先で、主に経済発展、特に国有企業改革の為の社会保障制度とし
て存在した。例：国有企業の年金改革、失業保険など。
一方、農村の社会保障はまだ貧困緩和という目的である。

政府と市場の有機的な 2002 年に発足した胡錦濤政権から、今までの経済成長至上主義を修
組み合わせ、公平と効 正し、2004 年頃に「和諧社会」（調和の取れた社会）の構築を目標
率を両方重視する方向 として掲げ、普遍主義へ傾き、社会保障制度の適用対象もやっと農
へ（現在）

村住民と都市住民までに拡大した。例：「農村年金保険」「都市住民
医療保険」など。
一方、職域別社会保険を中心に、社会扶助がまだ残余主義である。

このように、中国社会保障理念は計画経済期に国家と政府の責任重視の平等主義、市場経
済初期に市場と個人の責任重視の効率主義から、今政府と市場の係合、公平と効率を両方重
視するという方向になっている。

▲中国社会保障制度に関する古代、近代思想と現代理論（１－４．５．６）
中国古代についての社会保障思想は古代政治家の学説、経済思想からできたものであり、
貧富概念、治国の理念、人口理論などの思想とも深い関わりを持っている。本論文がこの時
期の歴史研究ではないことから仔細な検討は行っていないが、本節では、古代の社会福祉思
想（主に儒教の大同思想、墨家の兼愛思想と道家の無為思想）を簡単に触れ、そして近代に
ついては中国で一般に通念としてしばしば常識的にいわれていることを簡略して通論を記載
した（ｐ 34-36）
。特に、儒教は国教として「大同思想」や「天下為公」という考え方は公有
化を主張し、社会の安定や中央集権を強化する手段として今の社会保障制度の根幹と言って
も過言でもない。
現代に入ると、建国する際にソ連型社会主義モデルを導入して、社会保障制度は労働力公
有制理論、マルクスの社会保険剰余労働理論とレーニンの国家保険理論を理論的な基礎に置
いて創設された。これらの理論から、保険費用を国と企業が負担し、労働者個人が保険料を
負担しない労働保険制度を確立した。国有企業の労働者は国家が所有する公的財産とみなさ
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れる以上、その雇用が終身的に保障され、「国家職工」として企業の主人公となった。
この三つの理論は長期に渡って計画経済期の社会保障理論の核心を占めてきた。1993 年以
降、社会主義市場経済の確立を目指すという中国の基本方針が定められてから、郭士征（1998）
は社会保障の改革で依拠する社会保障理論を以下の六つに要約した。
１． 労働力個人所有理論
２． 社会保障必要労働理論

個人が保険料を払うと個人口座の積立

３． 社会保険社会化理論
４． 社会保険のリスクを共同で分担する理論

社会保険基金の社会プール化

５． 社会保険の権利平等理論（憲法第 45 条で老齢、疾病または労働能力喪失の場合に国およ
び社会から物質的援助を受ける権利を有する。国家は国民がこれらの権利を享受するの
に必要な社会保険、社会救済及び医療衛生事業を発展させる。）
６． 権利と義務の結合理論（保険給付の水準は、勤続年数、貢献度合いに応じて決められている）

３．第二章中国社会保障制度の沿革（計画経済から市場経済へ）
▲中国社会保障制度の沿革に関する過去の研究について（２－１）
建国後、中国の社会保障制度はソ連の労働保険条例を模倣し建立したので、社会保障制度
に関する研究は、労働保険制度に存在する諸問題を中心に行われ、制度改革の進展に資する
研究に限られたという特徴がある。次いで、80 年代から、世界各国の社会保障制度を紹介し、
同時に中国において順次に設立している社会保障制度と結びつけて分析と比較研究が増え、
その上に経験を重ねて、ようやく中国社会保障制度のあり方を討論し始めた。その中で、特
に注目を浴びるのは周弘の『福利的解析 - 来自欧美的

示』（福利の解析−欧米からの啓示）。

周弘（1998）は、福祉制度を社会福祉と機構福祉（企業福祉）に分け、それぞれ異なる福祉
制度の基本的な概念規定、運営方法などを解説し、分析した。そして、現代福祉国家の福祉
危機について分析した。最後に、それら西洋などの福祉国家の失敗から、中国は何を学び、
参考にする必要があるのかについて論じている。これらは日本のような後発資本主義が当時
の西洋列国に対して国家の興亡から社会政策について考え、ドイツに次いで世界で二番目の
社会政策学会を創設した危機意識と相似であるとも考えられる。また、1998 年開催された「中
国社会保障国際シンポジウム」は国内だけではなく、国際的にも社会保障に関する研究が一
定の高い水準を示していることの証拠と考えられる（海外に対して門戸を広げて議論を行う
ことは中国にとって極めて重要であり異例でもある）。その内容は 1999 年に『98 年中国社会
保障国際検討会論文−中国社会保障体制改革』で論文集という形で出版された（中国国内で
も公表）。その中で、①社会保障体制の選択と中国経済改革、②社会保障基金の調達と管理、
③社会保障体制の国際比較、④中国の社会保障体制改革と人口問題、⑤中国農村社会保障問題、
⑥社会保障法の六つに分かれ、中国社会保障制度の分析を報告している。
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▲中国社会保障制度の沿革（２－２．３．４．５．６）
建国してから今まで中国社会保障の歴史は約 70 年に渡ってきた。この沿革について色々な
細かく区分の仕方があるが、すでに述べたように「改革開放」を機に中国社会保障制度が変わっ
てくるのはその改革が概ね経済政策の改革と歩調をあわせていることを示している。その中
で、沈潔は広井良典の理論を参考にし、社会保障と社会発展段階を結びつけ論じた（ｐ 49）。
また、劉暁梅は社会構造の変化に基づいて社会保障の展開を区分している。
本節では鄭秉文の意見に倣って、
「改革開放」を節目に、開始期（1949 年〜 1956 年）、調整
期（1957 年〜 1966 年）、停止期（1966 年〜 1976 年）
；回復期（1977 年〜 1992 年）、発展期（1993
年〜）、五つの段階からなっているとした。
２−２

中国の社会保障制度は 1951 年に公布された「労働保険条例」によって創設された

ものが出発点である。それはソ連型社会保障制度を参考にし、40 年代の後半から東北解放区
の企業で実施してきた労働保険制度を踏まえたうえで、中国初の本格的な社会保険制度として
制定したものである。当時、経済と財政は非常に困難であったにも関わらず、労働保険制度の
創設に政府が取り込んだということは、新政府が労働者のために尽力していることで社会主義
社会の趣旨を表すものであり、社会主義的制度そのものであることを意味すると言える。労働
保険条例は「雇用労働者の健康を保護し、その生活上の特殊な困難を軽減するために」
（第一条）
制定されたものである。当時は多種の所有制経済が共存していたから、「労働保険条例」の適
用範囲は極めて限定的で、従業員の数が 100 人以上の国営、公私共同経営、私営及び共同組合
経営の工場、鉱山及びその付属職場、鉄道、海運、郵便３産業の各企業及びその付属職場であっ
た。労働保険を実施しない企業は労働組合と共同で適当な保険待遇を決める、「集団契約」方
式を採用してもよい、とされていた。この労働保険制度の中には労働能力を何らかの形で失っ
た場合の事故に対する保障制度が含まれていた。（老齢保険、医療保険、労災保険、生育保険
など）。しかし、その対象者は都市部と国有企業の労働者とその家族のみを適用対象になって
いる。事故に遭った時に単位、企業が全額負担する仕組みであった。保険料は、従業員賃金総
額の３％とされ、納付された保険料総額の７０％を単位、企業労働組合が管理し、医療、労災、
養老、生育事故に対する費用を賄っていた。残りの３０％は中華全国総工会（全国労働組合に
相当）が管理し、全国範囲での調整基金として使われている。1952 年 11 月末までに、適用企
業数 3861 社、対象者は職員、労働者が 320 万人で、家族を含むと 1000 万人前後となった。
この段階は、社会的に安定した時代で、労働保険条例の一部に改正が加えられ、制度の充
実が図られた。国家機関、事業部門の従業員、つまり公務員について、「労働保険条例」とは
別に、
「各級政府、党派、団体および事業体の公務員で公費医療予防措置の実施に関する指示」
（1952 年）という公費医療制度、「国家機関工作人員退職処理暫定弁法」（1955 年）という退
職に関する制度など条例を公布し、公務員を対象とする「社会保険制度」を施行し、徐々に
整備してきた。しかし、労働保険制度と違って、公務員の社会保険制度はそれぞれ異なる単
独の保険法規によって創設されている。また、財政は国家からの負担で成り立っている。
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その一方、農村部の農民はこの「高福祉」から除外されて、人民公社などの集団経済主体
による「五保戸」（ 生活手段のない高齢者や孤児、未亡人、障害者などに対して、衣食住と医
療、葬儀を保障する制度で、未成年の場合、教育が加えられる）制度といった集団内の相互
扶助制度が実施されていた。医療面も農村合作医療制度を使っていた。その他、もう一つの
保障制度としては、社会優待工作（優遇配置）である。これは革命に貢献した者や軍人さら
に公務員に対して行われている生活保障である。
このように、計画経済時の中国は都市部では、終身採用雇用によって正規労働者が保障さ
れており、失業による貧困者は基本的に存在しないとされていた同時に、農村部では、農民
に土地を与え、生活に関する保障は人民公社という集団保障しかなかった。この「都市部重視、
農村部軽視」の傾向は 1990 年代まで続いていた。
２−３

1957 年から 1966 年の間に、中国の社会保障制度は調整しつつある時期である。こ

の時期の社会保障制度は国民の健康を維持し、労働者の利益を保護するために大きな役割を
果たしたものの、多くの問題が見られる。1967 年 9 月 26 日に開かれた中国共産党第 8 期３中
全会で、周恩来総理は『労働賃金と労働福利問題に関する報告』を発表し、次の問題を指摘
した：「労働保険制度の確立は基本的に正しい。しかし、スピードが速すぎた。一部の保険給
付規定が中国の実情に合わず、あまり合理的なものではなかった。もう一つは項目が混乱し、
管理が悪くて、不均衡と浪費現象を生み出した。例えば、公費医療において深刻な浪費現象
が存在する。」そのため、第二次五ヵ年計画期間中に労働保険制度の仕組みを重点的に整備し、
保険給付項目を簡素化し、管理を強化し、浪費をなくし、不合理な制度を改善する姿勢を示
し改革を行った。
まず、今までの「労働保険条例」と「国家機関工作人員退職処理暫定弁法」について、労
働者と機関職員の年金制度がそれぞれ違い、年金給付の基準も異なっているので、この制度
間の不合理な給付格差に伴う個別制度の財政基盤の不安定性、年金給付基準の不統一による
問題などがあった。これらの問題を解決するために、1958 年 3 月に「職員、労働者の退職に
関する国務院の暫定処理規定」の公布により、企業と国家機関の年金制度を統合し、職員と
労働者の定年、退職後の待遇が、全国的に統一された。
また、企業の労働保険医療制度と国家機関の公費医療制度を改革し、その管理を強化した。
1965 年に衛生部と財政部は、連名で『公費医療管理制度の改善に関する通達』を公布し、初
診料と医師の往診料について従業員本人が負担することと、医者の許可を除く栄養剤の購入
費は自己負担することなどの規定を定めた。都市部の集団企業や契約労働者を対象に「集団
労働保険契約制度」が導入された。この制度は「労働保険条例」を参考にして、確立したも
のではあるが、給付水準が国営企業のより低くなっている。
上述のように、この期間に実施した多くの改革措置は、中国の社会保障制度を整備する上
に重要な役割を果たした。しかし、これから起こった「文化大革命」の影響で、これらの措
置の多くは現実には施行することができなかったのである。
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その後、1958 年の「大躍進」の影響を受けて、1966 年「文化大革命」の十年間の

政治運動の始まりは、中国社会保障制度も大きなダメージを受けた。まず、社会福祉の事務
を担当する内務省部を取り消して、労働保険の事務を担当する工会も活動を停止された。中
国財政部は『国営企業の財務作業におけるいくつかの制度に関する改革意見』を公布して、
国有企業は一律に労働保険金の受取を停止し、定年退職職員などの費用は企業営業外の支出
に変更することを規定するとともに、「労働保険条例」は修正主義として批判され、その機能
と役割が否定された。この『意見』によって、50 年代の後半から保険料の一部個人負担とい
う改革の成果を全面的に否定され、企業は社会保険金を全額負担することになった。「社会保
険制度」が「企業保険制度」にその姿を変え、後退してしまった。企業の負担が一気に増え、
景気が悪い企業の従業員は年金の受給さえ保障できなくなる状況があり、そのため定年退職
できずに留まることとなり、企業内労働力の「新陳代謝」に悪影響を与えた。このような閉
鎖式企業保険制度は今でも中国国有企業の改革と発展を束縛している。
２−５1978 年に、
「文化大革命」が終結した背景の下で、中国は「改革開放」時代に入った。
中国社会保障制度も回復期と発展期に入った。この年は中国共産党の第 11 期三中全会が開催
され、社会保障制度の回復のための「良い政治」と社会条件を作った。具体的には新たに民
政部を設け、全国の社会救済と社会福祉、優遇措置などの事務を主管し、停止していた労働
部門業務も回復し始めた。同時に、1978 年国務院は相次いで『老人、虚弱者、病人、身障者
幹部を配置する暫定方法』
『労働者の定年退職に関する暫定方法』などの法律規定を公布し、
「文
化大革命」に破壊された定年退職者の養老制度の回復に重要な役割を果たした。1982 年 12 月
4 日に第 5 期全国人民大会第 5 次会で通った「中華人民共和国憲法」は、社会保障についてもっ
と広い範囲で規定した。例えば、第 45 条において労働者の福利、養老、医療、労働能力を喪
失する場合の物質的な援助、障害者軍人、烈士家族などに対する生活保障についての原則を
規定した。第 46 条で公民教育の権利を規定し、第 48 条で婦女の権益を、第 49 条で老人、児
童保護などを規定した。
1984 年 10 月 20 日、中国共産党中央委員会第 12 期三中全会いわゆる「三中会」で「経済体
制の改革に関する決定」が通った後、中国の都市部は正式に経済体制の改革期に入り、国有
企業の改革とともに、社会保障の社会化も始まった。1986 年 4 月 12 日に第六期人民代表大会
第四会会議で通った「国民経済と社会発展第 7 回目の 5 ヵ年計画」[ 七五計画と略称する ] の
中で、初めて「社会保障」という言葉が使われて、中国の国情に応じて「社会化管理と企業
管理の係合」の社会保障制度体系を作る方針が打ち出された。
文革によって各企業が年金などを全額負担することで、急速な高齢化を主因として国有企
業が赤字となっていったが。そのために本格的な年金改革を行う。同年の 7 月 12 日に、国務
院は『国営企業の労働契約制の暫定規定』と『国営企業の従業員の就職待ち（待業）保険の
暫定規定』を公布した。これらの変化は、明確に計画経済時代の終身雇用がなくなり、中国
失業保険制度の再建を現した。そして、1991 年６月 26 日に国務院は『企業従業員年金制度改
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革に関する国務院の決定』を公布し、保険料は国、企業に加え、個人も保険料を負担するこ
とと、保険基金の省レベルの統一管理とすることとなった。このように、改めて「企業年金
制度」を「社会年金制度」に転換させようとした。
農村部について、家庭を単位とする生産請負制度の導入が中心にし、行政と生産組織を分
離して、農業は集団生産から戸別農家による生産に移行し、従来生産手段を所有する人民公
社が解体し、これにより集団経済に依存する「集団保障」崩壊した。1990 年の人口調査によ
ると、中国農村部 60 歳以上の人が 7285 万、農村総人口の 8.2％を占めていると同時に、毎年
3％のスピードで増加している。これを解決するために、1986 年から民政部は部分農村地域で
農村年金保険を一つの項目としてテスト施行し始めた。1992 年末まで、農村年金保険を参加
者は 3500 万人に達し、養老保険基金は 10 億元になった [ 中国第三产业年鉴（1993）北京：中
国统计出版社 p578]。
これらは、国家ー単位制の終わりを暗示しており、社会保障の企業化に代わって社会化が
始まり、国家ー社会制の成長が始まったと考えられる。しかしながら、この時期の重点は、
全面的に国有企業の改革 [ 社会保障制度以外に、企業への経営権の国家からの権限授与、国
有企業の利潤が政府への上納廃止と法人課税
（利改税）など一連の政策がある。] をサポートし、
かつ農村の貧困問題を緩和することであった。このように都市の社会保障制度を改革目標と
して片面的に進めたことは経済改革と社会発展の需要についていけないという指摘もあった
（鄭、2007）。
２−６

経済体制の「計画経済」から「計画経済を主にし、市場機能を従とする」、「計画

的商品経済」に転換し、最後に 1993 年中国共産党の第 14 期第三回の中央委員会で、「社会主
義市場経済体制の設立の若干問題に関する決定」を採択し、国家のコントロールの下で、資
源配分に市場機能が働く経済体制の樹立を提起した。これにより、社会保障制度は市場経済
の正常運行のためのメカニズムであると位置づけられ、確立され市場経済体制の五大支柱の
一つであると呼ばれた。国は明確に「多層の社会保障体制の構築」[ 基本的な社会保険制度の
ほかに、企業補充型保険、商業保険業を導入し、発展させる。] と提出し、そして社会保障シ
ステムは社会保険、社会救済、社会福祉、優遇配置と社会互助、「個人の貯蓄による保障」な
どからなっていて、並びに都市従業員の養老と医療保険は企業と個人の共同負担により、社
会プール（賦課方式）と個人口座（積立方式）の結合を実行するなどの重要内容を確立した。
1993 年４月に『国有企業従業員の失業保険規定』の公布により、失業保険制度が正式に成
立した。国家統計局の「1993 年に関する国民経済と社会発展の統計公報」によると、失業保
険の参加者は 8000 万人に達し、失業保険金の徴収は 46 億元、支出は 15 億元で、77.8 万失業
者に保険金を支給した。
1994 年 1 月 23 日、国務院は『農村五保の供養条例』を公布し、農村五保の供養政策が規範
化された。同年の 4 月 14 日に、国家体制改革委員会、財政部、労働部、衛生部は共同で『従
業員の医療制度改革に関する実験的意見』を発表し、都市部で従業員の医療保険制度の改革を
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推進した。医療の社会保険は国家―企業保障制の中の公費医療や労働保険医療に代わり始めた。
1995 年 3 月１日公布の『国務院の企業従業員老齢年金改革の進化に関する通知』および、
『企
業従業員の基本老齢年金社会プールと個人口座の相互結合実施方法Ⅰ、Ⅱ』により、年金制
度における社会プールと個人口座の相互結合原則が確定した。1997 年 7 月 16 日、『統一的な
企業従業員基本的年金制度の確立に関する決定』を公布し、全国で統一な都市部企業従業員
基本的な年金制度を確立し始めた。『決定』により、国家、企業、個人の三者が共に老齢年金
の財源負担を負担することとなった。国の負担分は、保険料の減免、統一管理費用および保
険基金が財政困難に遭遇した際の充当救済となっている。企業が納入する割合は、一般に企
業の給与総額の 20％（個人口座繰りいれ部分を含む）を超えない範囲で、具体的な割合は省、
市、自治区の人民政府によって決定される。個人が納入する割合は、8％とされた。更に、個
人が終身個人年金口座を開設し、基本年金料の一部を合われて、月収の 11％を積立、15 年以
上積み立てれば退職後に毎月年金を受け取れることになった。
1997 年に、国務院は、
『全国における都市住民の最低生活保障制度の設立に関する通知』を
公布した。この創設によって、中国において体系的社会保障制度が形成された。1999 年、「都
市住民の最低生活保障の条例」が実施し、都市の最低保障制度を正式に定着した。農村部に
おいての最低生活保障は 2007 年に公布した『全国で農村の最低生活保障制度を構築すること
に関する通知』により建立された。
1998 年に行政改革で労働部をベースにして新たに労働と社会保障部を設置し、全国統一の
社会保障行政機構を建設した [ それまでは、労働部（都市従業員社会保険）人事部（政府機
関の医療保険）、民政部（農村社会保険）、総工会（労働組合の連合組織、退職した職員、労
働者の一部についての共済保険の管理業務）などの各部局に分散して社会保険を管理していっ
た。]。その後、国務院は相次いで
「都市部住宅制度改革の推進と住宅建設の加速に関する通知」
（1998）、
「失業保険条例」（1999）「住宅積立金の管理条例」（1999）、「都市部社会保障システ
ムを完備する実験方案」（2000）などの法規文書を公布した [ 中国共産党中央文献研究室编
（2002）
「新时期労働和社会保障的重要文献选集」中国労働社会保障出版社 ]。国は依然として
改革を主導し、直接的な責任を担っているが、企業、事業部門などと社会個人は共に社会保
障の責任を分担しており、社会保障は単に経済改革のサポートではなく、社会経済の安定的
な発展のために推進されるものとなっていく。2003 年国務院は「労働災害保険条例」[ 中国語は、
工伤保险条。] を公布し、2004 年１月１日に施行した労災保険制度を確立した。
2004 年 3 月の第 10 期全国人民代表大会の 2 回目の会議で通った中国人民共和国憲法の修正
案の中に、「国は経済発展水準に応じて社会保障制度を建設する」と明確に書かれている。ま
た、2005 年に年金改革により、企業による 20％の負担のうち 3％は個人口座に振り分けを変え、
20％すべてが賦課方式部分に用いられるようになった。これは高齢化が進展する将来も基礎
年金給付の年金財政が持続可能になることへ改革の重点が移ったことを反映している（雍煒 ·
金子能宏、2010）
。
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2006 年は 3 月の第 10 期の全国人民代表大会の 4 回目の会議では、「第 11 次五ヵ年計画」を
批准し、社会保障の改革と制度の建設に更なる明確な計画をした。2007 年 7 月に「都市部住
民基本医療保険」[ 中国語は、城镇居民基本医疗保险 ] が成立され、今までの医療保険にカバー
されなかった子供や障害者などを新たに加入対象に加えた。2009 年に国務院は「新型農村社
会養老保険の試行に関する指導意見」[ 中国語は、关于开展新型农村养老保险试点的指导意见 ]
を公布し、新型農村年金保険が実施されるようになった。また、「農村五保供養の条例」は国
の老年福祉の範囲に組み入れ、国家の財政から提供することを決めた。この制度によりよう
やく「農民自助モデル」から「国家福祉モデル」に転換したと言える。更に農村地域に合作
医療制度の建設も推進してきた。
その後、2007 年末以降ずっと審議されてきた『中華人民共和国社会保険法』が 2010 年に
全国人民代表大会で可決され、2011 年 7 月１日より施行された。これははじめて立法形式で
確立された社会保険制度の包括的法律である。社会保険の原則により、各種保険の対象範囲、
社会保険の待遇項目ならびに適用条件、社会保険取扱機関、社会保険基金の監督、各種社会
保険の保険料徴収・保険金受取等について明確な規定が行なわれている。同法はまた、基本
年金保険、基本医療保険、労災保険、失業保険、出産保険といった各種社会保険制度を国が
構築し、市民が老後の生活、疾病、労災、失業、出産といった状況において法に基づき国な
らびに社会から支援を受ける権利を保障すべきとしている [『中華人民共和国社会保険法』総
則の第２条に規定されている。]。

▲中国社会保障制度に関する考察（２－７）
中国社会保障制度の変遷は「国家―単位」の保障制度から「国家―社会」の保障制度への
変遷という認識が鄭功成から定義され、一般的に認められている。彼は、「中国社会保障制
度の変遷と発展」（2007）という論文の中で、「国家―単位保障制と国家―社会制の共通性は、
国が社会保障制度を主導し、政府が直接関与し、社会保障の建設と発展に主な責任を担うこ
とであり、これは変わっていないことである」と論じている。また、社会保障制度が「社会
の公共物としての内在的な要求を示し、同時に中国の国情に一致する伝統文化と国のパター
ナリズム（「父愛主義」）の選択方向も示している」とも論じている。二つのモデルの根本的
な違いはどこにあるのか。国家―単位保障制は「互いに独立した各企業が社会保障の殆ど全
分野の責任を引き受け、そして社会のメンバーは長期にわたり同じ企業に固定され、その企
業の提供する各種保障待遇を受けた。個人と企業は緊密な依存または隷属関係を構成してい
る」。しかし、国家―社会保障制は、
「社会化」や「責任を共同で負担しよう」とする制度であっ
て、従って、「新しい社会保障は各企業から独立し、国が依然として社会保障制度を主導して
いるが、政府部門、営利部門、非営利部門、社会の中の個人も、全て法定の規則に従って相
応する責任を分担する」と分析した。また、彼（2007）と鄭秉文（2009）は同じくこの社会
化制度は市場経済体制の要求と中国の社会発展の需要に適応することができると評価した。
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同時に、唐钧（2008）は「政府相関部門は政績（行政上の業績）についての自己評価が良好だが、
保障対象（利用者）は現状について不満の状態である」という現象を指摘した。つまり、「政
府は自己報告することが多いことと世界各国の社会保障制度に関する紹介、比較と示唆する
ことと、社会保障制度についてのミクロ分析と数学モデルが中心になり、政策に関する利用
者の評価と体験についての調査がまだ少ないという現状である」。原因としては、彼は「中国
の社会保障政策改革は、まだ「経済体制改革の付属部分」という経済的意義と「社会的安定機」
という政治的目的を強調しすぎ、
「保障基本生活」という民生目標を見落としやすい状況であっ
た」と分析した。
2017 年第 19 回党大会で、習近平は中国の主な社会矛盾に関する変化を今までの「物質文明
に対するニーズと、立ち遅れている社会生産との矛盾」から「生活への需要と、不均衡で不
十分な発展との間にある矛盾」に変化したと言明した。この定義は、国内の経済と社会の均
衡がとれた発展が最優先、民衆の満足度を重視する「人間中心主義」の始まりと指摘できる
だろう。このように、中国の社会保障制度はこれまで中国の経済成長と社会の安定に大きく
貢献してきたが、これからは社会保障の民生機能を重視し、国民の声を聞き、国民自身の「幸
せ」、福利厚生の向上を目指すとしている。

４．第三章習近平時代下の社会保障に関する政策改革
2012 年 11 月に開かれた中国共産党第 18 回全国代表大会を経て、習近平政権が発足した。
経済成長とともに、高齢化が進み、社会保障制度に対する関心も高まり、習近平は都市化政策
を始め、社会保障制度の一元化に向けて動き出した。例えば、2014 年に「社会救助暫定弁法」
を公布し、体系的 · 包括的な制度として従来都市部と農村部二元化した救済制度は統合され
た。また、2016 年に「都市農村部住民基本医療保険制度を統合することに関する意見」を出し、
2019 年 5 月までに北京、上海などを含む 24 省の地方政府は統合実施に向けて実施案を提示した。
本節は、少子化、社会保障財政、官民格差、農民という四つの方面から簡単に取り上げた。

▲少子高齢化下での人口計画と社会保障基金政策（３－１）
1979 年に計画出産いわゆる「一人っ子」政策の推進により、累計３億人余の出生を減らし、
人口過剰が資源と環境にもたらすマイナス要因を緩和し、経済発展を促進したが、同時に高
齢化が急激に進み、中国の家庭の基本的な形態について「４・２・１」という四人の老人、
中年の親二人と一人の子供という表現を持って逆のピラミッドを示している。このような逆
ピラミッドが続き、社会保障能力の低下をもたらすものと思われる。これに対して、2013 年
に夫婦のどちらかが一人っ子であれば、子どもを二人まで生まれることを許容する「単独二
人っ子政策」が打ち出され、更に 2016 年１月に「全ての夫婦に二人の子供の出産を認める」
という党の方針が、国策として実施されることとなった。しかしながら、データによると、
2017 年に生まれた二人目の子の数は 2016 年より目に見えて増加したが、生まれた一人目の子
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供の数が減少したことに注意すべきである。これは、全体的に出産や子育て意欲が低下して
いることを示し、出産に適した年齢に達した夫婦が一人目の子供を産める環境作りをしなれ
ばならないことも示唆していることを考えられる。
また、高齢化に伴って社会保障財政問題も深刻になってきて、社会保険基金の財源不足に
備えた準備基金としての社会保障基金に注目された。その中で、基本年金基金は、全国で統
一して管理・運営されておらず、地域の間の財源移動が動かない構造となっている。加えて、
これまでの一人っ子政策など人口抑制政策の影響により、地域間の高齢化の度合いも様々で
ある。対策としては、政府が基本年金基金の積立に国有企業の株式の売却益を充当すること、
各地域の高齢化の度合いに応じた財源移転を行うことで、今後年金支給の安定化や、積立金
の赤字化の緩和を目指すこととしている。

▲都市化により農民工に対する政策（３－２）
中国近年の急速な経済成長が「農民工」（農村から都市へ出働ぎ労働者）として低賃金労
働力のお陰でその高度経済成長を維持していると言っても過言でもない。人力資源社会保障
部門と中商産業研究院の調査によると、2017 年末に農民工の数は 28625 万人に至った。しか
し、戸籍制度やそれと一体化した諸制度による農民工達にも差別を与えてきた。人力資源社
会保障部門と中商産業研究院の調査によると、2017 年末に農民工の数は 28625 万人に至った。
《2017 年農民工监测調査報告》によると、年末までに、農民工が企業職工養老保険の参加人
数は 6202 万人、職工基本医療保险の人数は 6225 万人、労災保险の人数は 7839 万人、失業保
险の人数は 4897 万人，2012 年末より別々に 36.5%、24.6%、9.3%、81.2% の比率を増加した
が、まだカバー率が低い状況である。理由としては、まず、農民工が保険加入の意識が低くて、
自身も現金収入を多くもらうためである。二つ目は農民工を雇用する企業は高い保険料負担
（賃金の 20％）が困難であること。三つは、移動の多い農民工に対応する制度となっていな
いことである。中国独特の戸籍制度及び経済発展から生まれた「農民工」に対応するために、
2004 年に農民工を含む賃金労働者を対象とした労働保険制度が実施された。年金に関しては、
2009 年の「都市部企業従業員養老保険記録移転手続き暫定弁法」[ 中国語は、城镇企业职工基
本养老保险关系转移接续暂行办法 ] により、2011 年から保険料は全国で移転できるようになっ
た。年金に加入した農民工は、個人口座の積立金と社会統合口座のうち、企業負担の 12％を
新たな就職先に移転できるようになった。医療に関しては、医療保険の全国ネットワークを
構築し、2011 年から農民工は都市部従業員医療保険、都市部住民医療保険および農村部の新
型医療保険へのフリーアクセスができるようになった（中国年鑑 2017、351 頁を参照のこと）。

▲格差により [ 官民 ] 年金制度の一元化政策（３－３）
中国の改革開放政策の推進による高い経済成長は、総じて国民の生活水準を向上させたが、
一方でかつてないほどの地域間、都市と農村、公務員と従業員の所得格差をもたらした。こ
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の中で、特に公務員と一般従業員に対する年金制度は、「官」と「民」で違う「二重制」と
なっていて、「年金双軌制」と呼ばれている。そこで、年金額の格差を緩和するために、政府
は 2005 〜 2012 年まで 8 年連続で都市企業従業員の年金額を増額した。しかし、2013 年社会
科学院で「中国社会保障収入再分配状況調査」という報告書の中で、公務員と政府系事業組
織 [「政府系事業組織」とは、社会公益目的のため、教育、科学技術、文化、衛生といった活
動を行う、国家機関が設立する社会サービス組織などを指す。] の退職者は 90％が 4000 元以
上を受給した。一方、都市企業従業員の年金額は 75.4％が 2000 元を下回っていた。調査対象
全員のうちの年金額の最高額は 1 万元、最低額は 200 元で、その差は 50 倍にものぼった。受
給者の 40％弱が「受給額が少なく、生活費を賄えていない」と回答している。こうした措置も、
いわば通俗的に言えば、「焼け石に水」といったところである。
年金制度の格差を解決するために、政府は 2015 年 1 月 14 日に「政府系事業組織従業員年
金保険制度改革に関する決定」を発表し、年金制度の「一元化」に向ける改革を本格的に始
動させた。これにより、政府機関事業従業員に対して年金保険制度を改革し、従来の「年金
保険料免除」を取り消し、企業に勤める従業員と同様に賃金の 8％の掛金を負担することにな
る。このように、年金の「一元化」の実現により、
「官民格差」の縮小が期待されるといえよう。

▲農村貧困政策（３－４）―「ピンポイント（精准扶贫）貧困扶助」の創設
中国では、90 年時点で総人口の三分の二が、世界銀行が定義する国際貧困ライン、すなわ
ち 1 日 1.90 ドル未満で生活する貧困人口に当たり、政府は農村部を中心に貧困削減に向けた
取組が進められてきた。2014 年習近平はピンポイント（的確とも言う）貧困扶助を提出し、
2015 年に「ピンポイント貧困扶助」のさらなる配置がなされている。ピンポイント貧困扶助
とは、所得の「平均値」によって「大多数の人々」が覆い隠されることを防ぐことではなく、
基本的国民生活の保障により意を注ぎ、低所得の人々の生活により関心を払うことである。
ピンポイントな貧困対策とは、貧困人口をピンポイント的に特定し、貧困からの脱却をピン
ポイント的に手助けし、貧困対策に対するピンポイントな管理を行うことである。
国務院貧困扶助開発指導グループ弁公室のデータによると、中国で「ピンポイント貧困扶
助」政策が実施されてから 6 年、貧困人口は 2012 年の 9899 万人から 2018 年の 1660 万人へ
と 8000 万人余り減少した。しかしながら、これまで行われている貧困脱却の『戦い』は、長
期にわたって解決できなかった絶対的貧困問題を解決しているが、絶対的貧困問題を解決す
れば中国には貧困が存在しなくなるというわけではない。相対的貧困問題はこの先も長期的
に存在し続けると思われる。貧困人口の削減は、中国ではまだ長期的任務としてありつづけ
るということも政府が認識している。
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５．結び－中国社会保障制度と社会階層の連関と全体の考察と結果
１．1949 年建国初期に国旗「五星紅旗」は中国社会構造の象徴でもある（その大きな星は共
産党の指導を象徴し、四つの小さな星はプロレタリア階級、農民階級、プチブルジョア階級、
民族ブルジョア階級という人民の四つの階級を指している）。その後、色々な改革政治運動を
経て、プロレタリア階級、農民階級と知識分子階層という「二つの階級、一つの階層」とい
う階層構造が定着した（生産手段の国有化により、経済的階層対立がなくなった）
。また、パー
キンの「社会的閉鎖」理論によれば、財産所有権が「社会的閉鎖」の条件にならなくなった後、
ほかの条件に取って変わられるようになる。このようにこの時期の中国社会は、戸籍、職業、
家庭出身など財産所有権がなくなったことによる別種の社会階層が登場し、上記のことから、
従来的な経済的階層よりも政治的階層が誕生する。
1979 年改革開放以降、市場経済に伴って、就労市場が流動し、特に農民が戸籍制度の障壁
を乗り越え都市部に進出できるようなった。なお、政府と企業の結びつきが弱まることに従っ
て、政府の権力が逐次に民間に譲り渡されるようになった。その他私営経済の急成長もあり、
このように経済的階層の地位は上昇した。そのため、中国社会階層が急激な変化され、陸学
芸主編の『当代中国社会階層研究報告』（2001）での十大階層論はこの変化に対して一番代表
的理論となっている。この報告では中国の職業分類をベースに、組織、経済、文化などの資
源占有状況を基準として十個の階層を分類している。
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階層
序列

職業

資源の占有状況

所属

1 国と社会管理 政府機関、事業体、社会団体で実 組織的資源、一部の経済資源、比較的多
者

人数割
合（％）
2.1

際の行政管理職権を行使する指導 くの文化資源
幹部

当面の社会・経済発展および市場化改革
の主な推進者と組織者である。

2 経営管理職

大中型企業における業主でない中 文化的資源と組織的資源
高級管理職

1.5

市場化改革の最も積極的な推進者と制度
の革新者である。

3 私営企業主

ある程度の個人資金または固定資 経済的資源

0.6

産を擁し、投資して利潤を獲得す 先進的生産力の代表者の一つであり、社
る人

会主義市場経済の主な実践者と重要な組
織者である。

4 専門技術要員 専門の仕事と科学技術関係の仕事 文化的資源
に従事する要員

5.1

先進的生産力と先進的文化の代表者の一
つであり、社会主導価値システムおよび
イデオロギーの革新者と伝播者でもあり、
社会安定を守り、社会の進歩を励ます重
要な力でもある。

5 事務要員

部門の責任者を助けて日常の行政 少量の組織的資源若しくは文化的資源
事務を処理する専従の要員

4.8

社会の中間階層の重要な構成部分であり、
今後 10 数年は増える見込みである。

6 個人経営商工 わりに小額の個人資本を所持し、 少量の経済資源
業者

4.2

それを経営活動または金融債券市 市場経済における活発な力である。
場に投入し、それを生業とする者

7 商業サービス 商業とサービス業界において専門 上記 3 つの資源をわずかしか有していない
業従業員

12

以外の肉体の仕事とそのほかの仕 都市化と最も緊密な関係がある
事に従事する要員

8 産業労働者

第二次産業において、肉体と半肉 同上

22.6

体労働に従事する生産労働者、建 経済改革以来、この階層の社会的経済的
築業労働者およびそれと関係ある 地位が著しく低下し、その人員構成に根
要員

本的変化が生じた。
（農民工が 30％を占め
ている）

9 農業労働者

集団所有の耕地を請け負い、農業 同上

44

（林業、牧畜業、漁業）を唯一また 規模最大の階層、社会階層全体における
は主な職業と収入源とする農民

地位がわりに低い

10 無 職、 失 業、 固定した職業を持たない労働適齢 3 つの資源を殆ど有していない
半失業者

人口（在校生を除く）を指す

3.1

まだ増えている

出所：『当代中国社会階層研究報告』（2002）により筆者が作成した

レポートによると、改革開放以来、中国の社会に大きな変化が生じ、農業労働者が絶えず
その他の社会階層へ流動し、農業労働者階層が縮小しつつあり、商業、サービス業従業員と
産業労働者人数が増え、社会の中間階層が拡大され、現代化した社会に特徴的な階層の基本
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構成要素がすでに備わったと同時に、現代化社会階層構造の理想的な状態および運営メカニ
ズムと比べると、中間層は増えたものの、まだかなり大きな格差があるという。
同時に、中国社会構造の変化も社会保障制度の発展に新しい社会変数を増加させた。韓
（2013）は社会保障制度の対象者から、主に①産業工人階層の地位を弱体化させ、②アンダー
グラスの保障がより困難になり、③上流階層が既得権益集団に集まる方向へと④農民工問題
の現れという四つの階層変化を提起した。
社会保険
（年金、医療、失業、労災、

住宅補助

職業福祉

教育手当

生育保険）
国と社会管理 ある（公費医療）

ある（一番手厚い） ある

ある

者
経営管理職

ある

ある

企業により有無

ない

私営企業主

願望があれば入れる

ある

ない

ない

専門技術要員 ある

ある

ない

ある

事務要員

ある

ある

ある

場合による有無

ない

ない

ある（一部）

ない

ない

ある（一部）

一部が社会救済を受ける資格がある（都市

ある

個人経営商工 願望があれば入れる
業者
商業サービス ある（一部）
業従業員
産業労働者

ある（一部）

部の最低生活保障、住宅救済、医療救済と
教育援助など）
農業労働者

農村部の年金と医療保険

ない

一部が社会救済を受ける資格がある

（生育、失業、労災保険がない）
無 職、 失 業、 社会救済しか受けられない（最低生活保障、住宅救済、教育援助、医療救済、法律援助など）
半失業者

出所：韩克庆 (2013)「社会结构变迁与中国社会保障制度的发展」により筆者が作成した
これらの問題について国家は一連の社会保障制度政策の実施により多少改善したが、企業
と国家機関間、国有企業と外資企業、民営企業間、違う社会グループなどにより、総体的に
は社会階層の間で資源の配置が不公平になっていることは彼も指摘している。この中で、企
業と違い、国家機関人員に対して特権的な福祉待遇があるのは中国社会の階層化をもたらす
重大な原因であると考えられる。
このために陸学芸氏は「自発性をそのままにさせてはならず、国という「目に見える手」
は役割を果たさなければならない。合理的な現代化社会階層構造を育て上げるのは今後社会
制度の確立と政策の選択の核心となり、それによって、完全な社会制度と社会政策システム
を確立すべきである」を指摘した。
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２．全体の考察と結果
政府の動きとしては、2013 年に国務院が『所得分配制度の改革の深化に関する若干の意見』
を発表し、2020 年までに都市部と農村部の個人所得を倍増させるなどの目標を掲げ、2018 年
に個人所得税修正案が可決され、基礎控除額の引き上げや中所得以下の所得層に対する減税
措置、新たな付加控除項目の追加などの改正を盛り込んだが道半ばと言える。
社会保障制度において、「官民」格差について基礎年金の一元化からメスを入れたが、公務
員の職業年金の強制性に対して、従業員任意加入の企業年金と個人貯蓄年金により、明らか
に「官民」定年退職者の階層性はまだ存在する。また、「改革開放」に伴って現れてきた膨大
な農民工団体層をめぐって彼ら老後の生活と健康の保障体制が整えられてはいないことから、
社会学学者のロバート · マートンのいう「構造的緊張」（structural strain）が生じ、社会の対立
も激化しやすくなることに注意する必要があるだろう。
一般的に言えば、中間階層が社会的な主体を占有するということは、現代社会が安定に向
かって発展する重要な構造的要因と考えられている。現代中国にとって、これから格差拡大
を是正し、中間階層を育成してくことが、政府にとっての重要な課題になると考えられる。
更には、多くの人々の職業的身分を中間階層に引き上げることによってピラミット型就業構
造に転換すること、高等教育の普及を通じて多くの人々の社会的身分を中、上層に引き上げ
ることを求められている。
以上のように、現在中国の社会保障政策は、すでに述べた、エスピン−アンデルセンの類
型によると、職域別社会保険中心な保守的 · コーポラティズム型に近似であって、かつ階層化
と結びついていることを示している。従って、習近平の政策は期せずして、アジア的な保守
的 · コーポラティズム型の生成を社会主義市場経済体制の中で実現しようと考えられる。それ
は、安定的勢力である中間層の拡大政策となっている。また家族重視や地域社会（コミュニティ
＝社区、「単位」の代わりに）をサブシステムとする構図、そして民営化（企業活用）などを
中国共産党指導体制のもとで、その思想と政治体制を堅持しつつ実現しようとするものとい
える。そのことは本論の 1 章、2 章、3 章を通じて明らかにできたと考えている。
アジアの中で日本と並んで 13 億の中国社会がこのような社会主義的市場経済圏とアジア的
コーポラティズム型社会保障を形成することの意味は、ヨーロッパ特にドイツの研究者が論
ずるように「中華帝国」の分析という研究テーマともなっていくであろう。
この論文は修士学位論文のうち、現在中国社会保障に関する先行研究のレビュー研究の概
観と習近平時代下の社会保障に関する政策改革を分析した上で社会階層と連関して考察する
ことを中心として、81390 字数のものを 31991 字数に抄訳したものである。
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