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主体機能区とメガロポリス－近年の中国における国土計画をめぐる状況－ 

橋本拓哉（財団法人日本開発構想研究所研究主幹） 

 

１．はじめに 

アジア地域の諸国では、グローバル化の進展に

伴い社会経済状況が急速に変化し、国土政策上様

々な課題が発生している。 
特に、中国については、近年の急速な経済成長

とそれに伴い顕在化している国土政策上の諸課題

が、日本及び近隣諸国に大きな影響を及ぼしつつ

ある。このため、日本の国土政策においても、中

国を視野に入れる必要性が高まってきている。 
こうした観点から、本稿では、中国における国

土計画の展開過程、中央政府の国土政策関係機関

の動向、現行の「第 11 次国民経済・社会発展５ヵ

年計画」における国土政策に関係する内容等を概

観、整理するとともに、今後の日中の国土政策の

接点をはじめ、国土政策分野における交流・連携

を進める上での視点を考察することとしたい。 
表１ 中国の国土の概要 

国土面積 960 万 km２（日本の約 25 倍） 
人口 13 億 1,448 万人（2006 年） 
人口密度 134 人／km２ 
都市人口比

率 
17.4％（1970 年）→27.4％（1990
年）→40.4％（2005 年） 

名目ＧＤＰ 2.3 兆ドル（2005 年） 
１人当たり

ＧＤＰ 
1,740 ドル（2005 年） 

産業別就業

人口比率 
第１次産業 50.0％、第２次産業

21.4％、第３次産業 28.6％（2002
年） 

産業別ＧＤ

Ｐ比率 
第１次産業 15％、第２次産業 52
％、第３次産業 33％（2003 年） 

経済成長率 10.7％（2006 年） 
物価上昇率 1.5％（2006 年、消費者物価） 
失業率 4.1％（2006 年、都市部登録失業率）

資料：外務省「各国・地域情勢」等から筆者作成 

 
２．中国における国土計画の展開1 

 中国における国土計画の展開過程は、概ね①黎

明期（1950 年代）、②停滞期（1960～1970 年代）、

③第一次全盛期（1980～1990 年代）、④新たな展

開（1990 年代終盤～）の４つの段階に分けられる。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
1 ２．の記述は、国土交通省国土計画局（2008）
「平成 19 年度国土政策セミナー」における中国国

土資源部からの参加者の報告等を参考にした。 

その各段階の概要は次の通りである。 
（１）黎明期 
  中国の国土計画のはじまりは 1950 年代に遡

るとされる。1956 年に国務院（日本の内閣に相

当する。）が「新しい産業地域及び都市の建設

に当たっての課題に係る決定事項」を発出し、

地域開発計画の実行を要請した。これを受けて、

第１次（1953～1957 年）及び第２次（1958～1962
年）の５ヵ年計画期間中に地域開発計画が数地

区において立案された。この時期は、計画経済

下における中央主導の資源・生産力配置計画が

中心であった。 
（２）停滞期 
  1960～1970 年代にかけては、大躍進運動

（1958～1961 年）及びそれに引き続く経済調

整、文化大革命（1966～1976 年）等の動きの影

響を受けて、中国の国土計画は基本的に停止す

ることとなった。 
（３）第一次全盛期 
  1980 年代初期に国土計画の必要性が提起さ

れるようになり、1981 年、国家建設委員会に国

土計画を担当する国土局が設置された（翌 1982
年に国家計画委員会に移管）。1982～1984 年に

同局と地方の国土部門と共同で 20 余地区をモ

デル地域に国土計画の立案を行った。 
1987 年には国家計画委員会が国土計画に関

する初の法規である「国土計画編制方法」を通

達するとともに、1985～1987 年に「全国国土総

体計画綱要草案」の作成を行った。こうした取

り組みにより、1993 年までに 30 省、223 市及び

640 県において国土計画が策定された。 
（４）新たな展開 
  1990 年代半ばからは、社会主義市場経済体制

への移行に伴う計画部門の縮小、形骸化等もあ

って、国土計画は再び衰退期に入った。 
  こうした中、1998 年に国土計画に関する事務

が、国家発展改革委員会（国家計画委員会の後

身）から国土資源部に移管された。国土資源部

では、2001 年に「国土計画の試験的作成に関す

る通達」を発出し、深圳直轄市、天津直轄市、

新彊ウイグル自治区、遼寧省、広東省で国土計

画のパイロット・プロジェクトが開始された。

また、2005 年から国土計画策定の基礎研究であ

る「全国国土総体計画綱要初期研究」が進めら
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れ、2007 年に取りまとめられている。 
 他方、以上に述べた国土計画の展開過程を、国

家開発政策のテーマの変遷から改めて概観する

と、次のような３つの時期に分けられる。 
① 建国から改革開放以前まで計画経済下では、

国土の概念や国土政策の体制を欠いている中、

地域開発政策体系は存在し、重点投資と内陸部

の均衡発展を図る段階であった。第１次・第２

次５ヵ年計画は沿岸部と内陸部の協調的発展を

目指し、第３次計画（1966～1970 年）では「三

線建設」を標榜し生産機能の内陸部への強制移

転が行われた。第４次計画（1971～1975 年）で

は国防工業の建設に重点が置かれた。 
② 1978 年の改革開放から 1990 年代までは、沿

岸部の非均衡的発展を速める段階である。先進

国との経済格差を縮めることが目標とされ、

1988 年に「沿岸地域経済発展戦略」が表明され

るとともに、第７次計画（1986～1990 年）では

沿岸部の開発と発展の促進が中心となった。 
③ 1990 年代後半以降は、協調的発展を求める段

階に至っている。第８次計画（1991～1995 年）

では、沿岸部の発展促進は依然として重視され

ているが、発展した地域と発展が遅れている地

域とのバランス調整が焦点となっている。第９

次計画（1996～2000 年）になると、内陸部の発

展が特に重要視され、地域間格差の縮小が重点

となってきた。その後、中国政府は、「西部地

区大開発戦略」（1999 年）、「東北地区重工業

振興戦略」（2003 年）、「中部地区蹶起促進戦

略」（2004 年）を打ち出している。 
 
３．中央政府の国土政策関係機関の動向 

 1998 年の機構改革に伴って国土資源部が新設

されて以降、中国政府において主に国土政策に関

係する国務院機関としては、国家発展改革委員会、

国土資源部及び建設部の三者が挙げられる。 
 1980 年代初めに全国レベルの国土計画（全国国

土総体計画要綱）を策定する気運が高まり、1981
年に国家建設委員会に国土局が設置された。翌年、

国家建設委員会が廃止されると、国土計画策定の

任務は国家計画委員会（当初は国土局、後に国土

開発和地区経済司）に引き継がれたが、全国国土

総体計画綱要が成案を得て公表されることはな

く、1998 年の機構改革を迎えた。（下記図１参照） 
 

図１ 中国の国家レベルの主要な国土政策関連担当組織の変遷（1980年代以降） 

分野 
 

1981 年 
 

1982 年 
 

1998 年 
 

2003 年 

国土計画 

 

国家建設委員

会 
（国土局） 

所管替 

国家計画委員

会 
(国土局[当初]
→国土開発和

地区経済司

[後]) 

所管替
国土資源部 
（規劃司） 

         

土地利用計画 国家土地管理局、国家計画委員会 所管替
国土資源部 
（規劃司） 

         

地域均衡開発

計画 

   国家計画委員

会 
(国土開発和

地区経済司) 

改称 
国家発展計画

委員会 
(地区経済発

展司） 

改称 
国家発展和改

革委員会 
(地区経済司）

         

都市発展計画 国家建設委員会 所管替 建設部 
（城郷規劃司） 

         

郷鎮(町村)開
発計画 

     
建設部 

（城郷規劃司） 

         

農村振興計画 農業部 

資料：国土交通省国土計画局（2006）「平成17年度国土政策セミナー『日中両国の国土政策の展望について』報告書」 
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 国土政策に関係する三者の主な所掌事務は次の

通りである。 
（１）国家発展計画委員会 
  国民経済・社会発展５ヵ年計画をはじめとす

る中長期の経済発展戦略を所管している。その

他、地域経済の協調的発展、経済と環境・資源

の協調的開発など国土政策に関わる重要な事項

に係る調整権限を有する。国土政策に関係する

主な司（日本の局に相当する。）としては地区

経済司が挙げられ、地域政策（地域間格差是正、

貧困地域対策等）、国土の整備・開発・利用・

保全に関する政策の調整、経済特区・対外開放

区に係る政策の調整等を所管している。 
（２）国土資源部 
  1998 年の機構改革により国家土地管理局を

前身に設立された。それと同時に、従前国家計

画委員会が所管していた国土計画の策定・運用

に関する事務が移管されている。併せて、国家

土地管理局時代からの土地利用計画など土地管

理業務も所管している。 
（３）建設部 
  1982 年廃止された国家建設委員会から都市

の発展計画策定事務を継承し現在に至る。1998
年からは都市に加え、郷鎮（町村）の開発計画

策定事務も担っている。 
 
 かつて全国国土総体計画綱要を作る動きはあっ

たが、成案を得ることはなく、それ以来、中国に

は全国を対象とする国土計画は存在していない。

従って、国民経済・社会発展５ヵ年計画（国家発

展改革委員会所管）、全国土地利用総体計画（国

土資源部所管）、全国都市システム計画（建設部

所管）、地域計画（区域規劃）（国家発展計画委

員会所管）、国土計画パイロット・プロジェクト

（国土資源部所管）等の計画が国土政策に関係す

る主な計画である。 
 国土政策に関係する主な計画の近年の動向とし

ては、地域計画（区域規劃）については、2004 年

11 月に国家発展改革委員会が北京－天津－河北

大都市圏及び長江デルタ大都市圏の地域計画策定

準備作業に着手した。両計画は 2007 年春までに計

画書が立案されている。 
 一方、国土資源部の国土計画に係る動きとして

は、前述のように、2001 年からモデル都市・省・

自治区を指定して国土計画の策定を試行している

とともに、2005 年から全国計画に向けた基礎研究

を行っている。 

 

４．第 11 次国民経済・社会発展５ヵ年計画にお

ける国土政策2 

 中国の基本的な国家開発政策は、「国民経済・

社会発展５ヵ年計画」であり、第１次計画は 1953
年に決定された。現行計画は、2006～2010 年を計

画期間とする第 11 次計画であり、2006 年３月に

全国人民代表大会において決定された。なお、こ

の第 11 次計画から中国語名称の「計画」が「規画」

に改められ、市場経済下のガイドラインという性

格が明確にされた。 
 
（１）国土に関係する課題と戦略 
 第 11 次計画は、まず第 10 次５ヵ年計画期間中

に顕在化した経済社会の問題を列挙しているが、

このうち、国土政策に関係するものとしては、次

のものがある。 
① 投資と消費のアンバランス（投資中心の成長） 
② 一部の業種では盲目的な拡張により生産能力

が過剰化 
③ 経済成長方式の転換が緩慢（依然として粗放

型の成長） 
④ エネルギー、資源の消耗が過大 
⑤ 環境汚染の激化 
⑥ 都市・農村間、地域間の発展格差及び一部の

社会構成員間の所得格差が引き続き拡大 
このような問題意識から、第 11 次計画では「重

大戦略思想」として、「科学的発展観」と「和諧

社会の構築」が掲げられている。前者は、人間本

位を堅持し、都市と農村の発展、各地域の発展、

経済と社会の発展、人と自然の調和のとれた発展

及び国内の発展と対外開放という５つの課題を統

一的に配慮する「五つの統一的配慮」に重きを置

き、経済と社会の全面的な調和のとれた持続可能

な発展を実現することを指している。経済発展至

上主義を反省し、経済社会格差を解消しつつ、資

源・エネルギーを節約し、環境・生態保護を重視

した成長方式への転換を目指していると言われ

る。また、後者の社会観からは、従前の効率重視

のみならず、社会的公平、所得再分配が重視され

る。 
 第 11 次計画の計画期間における「戦略的な重点

と主要任務」のうち、主に国土政策に関わるもの

としては、①社会主義新農村の構築、②経済構造

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
2 ４．の記述は、田中修（2006）「中国第 11 次５

ヵ年計画の研究－第 10 次５ヵ年計画との対比に

おいて－」（内閣府経済社会総合研究所）等を参

考にした。 
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調整と成長方式の転換の加速及び③地域間の調和

のとれた発展の促進が掲げられている。 
１）社会主義新農村の構築 

  同計画は、「三農（農業・農村・農民）問題」

の解決を戦略的任務の首位に位置づけており、

都市と農村の経済・社会発展を協調させるため、

①農業の総合的生産力の向上、農業構造調整の

推進、農村インフラ整備の強化、②食糧等の大

型生産基地の整備、農地水利施設、飲用水の安

全、農村の教育・文化・医療衛生等の重点事業、

③多くの建設資金の「三農」への傾斜等の施策

が挙げられている。 
２）経済構造調整と成長方式の転換の加速 

  当面の中国の経済成長過程に見られる多くの

問題の根本的原因は、経済構造の不合理や成長

方式の粗放型にあると指摘し、産業構造の 適

化及び資源節約・環境保護を踏まえながら発展

を目指すとされている。 
３）地域間の調和のとれた発展の促進 

  この点に関しては、①異なる地域同士の協力、

相互扶助メカニズムの健全化、②各地域の資源、

環境受容能力、成長潜在力に基づき、国土空間

を４つの「主体機能区」に分け、これらの区域

にそれぞれ異なる政策を実施、③積極的かつ着

実に都市化を推進し、城市群（メガロポリス）

による牽引・波及の役割を発揮させる、等の施

策が挙げられている。（②と③については後述

する。） 
  また、西部大開発、東北振興、中部興隆及び

東部率先発展という地域発展総体戦略を堅持す

るとともに、財政移転支出、資金投入、産業発

展の面で辺境地域、貧困地域等の後進地域に重

点投入することを基本的考え方としている。 
 
（２）主体機能区 
第 11 次計画は、全国の地域を、「 適化開発

区」、「重点開発区」、「開発規制区」及び「開

発禁止区」の４つに分類し、それぞれの発展方向

等を定め、全国一律的な開発ではなく、地域の特

性に応じた開発のあり方を定めようとしている。

これら４つの区域の概要は、下記の表２の通りで

ある。 
表２ 主体機能区の概要 

区域 定義 発展方向 
適化開発区 国土開発密度が既に高く、資源・環境

の負担能力が弱まり始めた地域。 
成長の質と効率を第一に考え、引き続き全国

の経済社会発展の牽引車となり、中国の経済

グローバル化参画の主体となる地域とする。

重点開発区 資源・環境の負担能力が強く、経済や

人口の集積条件が良好な地域。 
インフラを充実させ、投資・起業環境を改善

し、産業群の発展を促し、経済規模を増大さ

せ、工業化と都市化を速め、 適化開発区か

らの産業移転を受け入れるとともに、開発規

制区、開発禁止区からの人口移転を受け入れ、

徐々に全国の経済発展と人口集積を支える重

要な地域とする。 
開発規制区 資源・環境の負担能力が弱く、経済と

人口の大規模集積条件が十分でなく、

しかも全国や比較的広範囲の生態系の

安全に関わる地域。 

地元の実情に応じて、資源・環境の負担可能

な特色のある産業を発展させ、生態系修復と

環境保護に力を入れ、超負荷人口の緩やかで

秩序ある移転を誘導し、徐々に全国的又は地

域的に重要な生態機能区とする。 
開発禁止区 法に基づいて設置された各種の自然保

護地域。 
法規と関連計画によって強制的保護を進め、

人為的要因による自然生態の破壊を抑制し、

主体機能の符合しない開発活動を厳禁する。

資料：田中修（2006）「中国第11次５ヵ年計画の研究－第10次５ヵ年計画との対比において－」（内閣府経済社会総合研究所）

等から筆者作成 

この背景には、経済成長至上主義的な政策が国

家の主要発展戦略となるのに伴い、地方政府主導

の乱開発が横行したことが指摘されている。これ

によって多くの開発区が建設され、2003 年時点で

開発区数は 6,015 か所、合計面積は 3.54 万ｋｍ２

に上った3。この反省から、主体機能区は地方政府

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
3 周牧之（2005）「中国高度成長を支える地域間

競争の構造と課題－開発区による土地の囲い込み
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の強い開発意欲を抑制することを意図していると

も言われる。 
 第 11 次計画では、その計画期間中に、①自然条

件、社会経済発展レベル、主要課題等に応じて、

区域の類型を合理的に区分し、各類型区域の主体

機能と発展方向を確定すること、及び②行政区画

を前提としない経済地域を単位とした地域計画の

策定・実施を図ることとされている。 
 このため、中国全土にわたる主体機能区の編制

業務指導グループが、国家発展改革委員会を中心

に、財政部、国土資源部、建設部、科学技術部、

水利部、農業部、環境保護総局、林業局、中国科

学院等を構成メンバーとして設置されている。 
 
（３）城市群（メガロポリス） 
 第 11 次計画では、珠江デルタ、長江デルタ及び

環渤海地域を対象に、「城市群（メガロポリス）」

という地域特性に応じ、広域的な地域計画を策定

し、域内の特大都市（超大型都市）、大都市同士

がそれぞれの役割を活かし、相互補完的に発展す

る方向を打ち出している。 
 メガロポリスの地域計画については、国家発展

改革委員会によって、長江デルタ及び環渤海地域

（北京－天津－河北大都市圏）の計画書が立案さ

れている。 
図２ 中国の主要大都市圏 

 
資料：国土交通省国土計画局（2007）「平成18年度国土政策

セミナー」における中国国土資源部からの参加者報告資料 

 
 メガロポリス形成に関する中国の政策担当者の

考え方は概ね次の通りである。4 

                                                                                     
を事例に－」（東京経大学会誌（経済学）249 号、

45-58 頁）による。 
4 「中国におけるメガロポリスの発展に関する国

際セミナー」（2007 年８月、南京）における国家

① メガロポリスは計画して作られたものではな

く、結果として形成されたものであるが、その

発展を今後の発展戦略として国家計画に組み込

んでいる。 
② 中国における都市化の空間形態は振れ続けて

いる。改革開放後、当初は中小都市の発展を打

ち出し、郷・鎮を出ることなくその域内で農業

から非農業へのシフトを試みたが、土地利用の

大幅な増大、物流コストの上昇、環境負荷の増

大、サービス業の未発達等の問題から発展に結

びつかなかった。他方、大都市の過大な発展や

外延的拡大も見られた。これらの反省に立って、

第 11 次計画ではメガロポリスを打ち出した。 
③ メガロポリスを発展させる条件としては、次

の４点を認識している。 
 1) 特大都市（珠江デルタの香港、長江デルタ

の上海）が金融、貿易、サービス、物流等の

機能を充実し、成長のエンジンとなることが

必要。 
 2) 人的、物的な交流をより向上させるために

利便性の高い交通網が必要。 
 3) 都市間をグリーンベルトで隔てる必要。 
 4) 都市間の機能の適切な分業が必要であり、

各都市がフルセットの都市機能を追求する

ことは不適切。 
 13 億人余の人口を擁する中国にとっては、三大

メガロポリスだけでは不十分であり、それらに次

ぐ大都市圏の建設が必要と認識されている。すな

わち、例えば内陸部の人口を長江デルタで吸収す

ることはできず、現地の大都市圏の中で生活し仕

事をすることが必要と考えられている。 
 このように三大メガロポリスと各地の大都市圏

が経済発展を牽引し、農村からの人口の吸収・定

着を図るという考え方に立って、2020 年までに、

国際レベル都市圏３－国家レベル都市圏５～７－

省際レベル都市圏８－省内レベル都市圏 13 とい

う都市圏等級構造システムが形成されるとの見方

も示されている。 
 
５．日本の国土政策との接点 

 以上のような中国の国土政策の動向と日本の国

土政策との接点を考えると、①日本の経験及び知

見を活用した国土政策分野の協力・支援の可能性、

②日本の国土政策を構想する上での中国における

国土政策の動向、国土政策関係者の問題意識・発

想等を把握する必要性、③東アジア全体を視野に

                                                                                     
発展改革委員会からの参加者のコメントによる。 
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入れた国土政策分野の交流・連携、情報の交換・

共有の可能性の３つの視点が挙げられる。 
（１）日本の経験及び知見を活用した国土政策分

野の協力・支援 
  この視点からは、改革・開放以後の中国国土

政策が直面する課題やその政策方針、戦略の検

討に関して、引き続き、日本の高度成長期の経

験と反省を活かした国土政策上の協力、支援に

取り組む必要がある。例えば、①都市・農村格

差、地域間格差の是正、②旺盛な地域間人口移

動と農村人口の都市の非農業部門への吸収、③

都市化の急速な進展と都市問題、④開発区の濫

立等による土地利用の混乱、⑤自然環境・生態

系への負荷軽減と持続可能な成長、等の中国国

土政策が直面する課題については、高度成長期

に日本も経験してきた課題であり、その経験を

基に協力・支援が可能であると考えられる。 
  一方、日本、中国のみならず東アジア諸国が

共通して直面している、国境を超えて広域化す

る空間政策上の課題に対しては、国土政策分野

における日本の知見を活用する余地がある。こ

のような課題としては、①地域の比較優位性の

発揮、競争力の向上、②地球環境問題と持続可

能な発展、③人口構造の変化に応じた国土・地

域政策の展開等が挙げられる。 
（２）日本の国土政策を構想する上での中国国土

政策の動向等を把握する必要 
  中国の急激な経済成長、それに伴って顕在化

している資源・人口・食糧・環境・地域間格差

等の国土に関わる大きな課題は、日本を含む近

隣諸国に大きな影響を与えることが予想され

る。従って、日本の国土政策上中国を視野に入

れる必要からも、国土政策に関する現状と動向、

更には国土に関わる状況認識、問題意識及び政

策の方向性等に関する情報を、相互に交換する

必要性は大きい。その一方で、国境を超えて広

域化する空間政策上の諸課題に対して関係国が

連携して対応する観点からも、このような情報

の相互交換には十分に意味がある。 
  これらの視点から、日中両国の国土政策関係

機関による情報交換と定期的な意思疎通の場の

設定が必要ではないかと思われる。 
（３）東アジア全体を視野に入れた国土政策分野

の交流・連携、情報の交換・共有 
  経済社会のグローバリゼーションが進展する

中、国境を超えた資本の自由な活動、あるいは

人々の自由な移動・交流に対応するには、各国

の国境内に閉じた形ではなく、東アジア各国が

連携した国境を超えた空間政策的な対応が必要

である。そのためには、日中両国を含め、東ア

ジア諸国の国土政策関係者間の交流・連携はも

とより、その問題意識・政策課題に係る情報及

び国土に係るデータ等の交換・共有の場を設定

することが必要と考えられる。 
  長期的には、東アジア地域の空間政策上の共

通課題（例えば、域内の競争力向上、持続可能

な発展等）に関して、各国の国土計画上で連携

を図ることや、国土政策上の共通理念を醸成し

共有することを志向することも考えられる。 
 
６．おわりに 

 以上、本稿では、中国における国土計画の展開

過程と現在の動向を概観するとともに、日本の国

土政策に対する接点と国土政策分野の連携・交流

の意義等を整理してみた。 
 策定中の国土形成計画全国計画では、計画の空

間的視野を東アジアに拡げ、東アジアの中で日本

の国土や各地域の個性と魅力、機能等をとらえな

おしている。 
 日本の経験、知見を東アジア諸国に提供・発信

するだけではなく、東アジア諸国の成長活力を日

本の各地域に呼び込むという、国土政策分野に係

る双方向的な交流・連携を一層進めていく必要が

あるものと考えられる。 
 
（なお、本稿は、筆者の個人的見解である。） 
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