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天下一天下一天下一天下一のののの村村村村    

 

“Fair is foul, and foul is fair” MACBETH 

 

2011.6.25a 

札幌たのしい授業研究サークル用レポート 

仮説実験授業研究会 丸山秀一 

 

 

 

【質問】 

 みなさんは「独裁者」というとどんな人物を想像します

か。独裁制は民主主義ではありません。では，独裁制は悪

いものなのでしょうか。みんなの考えを出し合いましょう。 
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『チャップリンの独裁者』（The Great Dictator） 

 

 

 

  

【質問】 

 中国江蘇省江陰市にある華西村は社会主義の成功例とし

て「天下一の村」といわれ，世界的に有名で，毎年多くの

ひとが見学に訪れています。あなたは，この村のどんなと

ころが「世界一」なのだと思いますか。 

 

予想 

ア 福利厚生が行き届いている 

イ 全く働く必要が無い 

ウ 皆が金持ち 

エ 無料の娯楽施設が完備 

オ そのほか 
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■お金持ちの村 

 この村の村民の平均所得は，中国平均の 40 倍に達してい

ます。つまり，「みながお金持ち」ということで，世界的に

有名なのです。 
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華西村にある「幸福園」 

 

 

【問題】 

では，その金持ち度は，どれぐらいなのでしょうか。日

本と比べて考えてみましょう。 

 

予想 

 ア 日本人の平均的生活ぐらい（年収 400 万円） 

 イ 日本の公立学校教員並みの生活 

 ウ 日本の年収 1000 万円以上の生活 

  エ 億万長者 
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■億万長者 

 中国人の平均年収は約 30 万円，この村では，それが 1200

万円ほどになります。日本人の平均年収は 400 万円ほどで

すから，それの 3 倍で，貨幣価値を考えると，日本の 1 億

円に相当します。みなが億万長者の村なのです。 

裕福なのは，年収だけではありません。村民の住宅の平

均面積は 120 坪以上で，15LDK の住宅に高級家具を揃えて

います。高級外車を複数台所有しているのも当たり前です。

しかも，これらの住宅や乗用車は，無償で与えられたもの

です。 

 さらに，大学卒業までの教育費や，年に一度の海外旅行

の費用も村が負担してくれます。また，充実した年金や医

療保険の制度もあります。 

 また「子ども手当」ならぬ「お年寄り手当」があり，高

齢者のいる世帯には，ひとりにつき年間最大 15 万円が支給

されます。 
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【問題】 

では，この村や村民は，なぜこんなに裕福になったので

しょうか。これは，社会主義の成果なのでしょうか。 

 

予想 

ア 石油などの資源があった 

イ 特許技術などを持っていた 

ウ そのほか 
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■造反有理 

 現在，この村には 60 近くの村営企業があり，1000 億円

の資産を持っています。年間総売上は，7000 億円に達しま

す。村人は，こういった企業の従業員であり，株主でもあ

るのです。 

 社会主義の国である

中国で，どうしてこうい

うことになったのでし

ょうか。 

 今から 50 年ほど前，

人口600人あまりの貧し

い村に，呉仁宝というひ

とがいました。彼は，過

去，毛沢東の人民公社の

ときに，農村に密かに豆

腐工場を廃屋に設けて，

現金収入を確保してい

ました。そんな彼は，当

時，村の共産党委員会書記で，農具の製造工場を村立で作

りました。彼は，「資本主義文化を批判し，新しく社会主義

文化を創生しよう」という文化大革命さなかの中国で，そ

ういった「秘密工場」をつくり，その利益を投資に回すと

いう資本主義的手法で事業を拡大していったのです。まさ

しく「造反有理」だったわけです。 

 「先に踏み出したその一歩は非常に大きい意味をもって
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いた。販路，市場，

経験など市場経

済の分野ですべ

て私たちが一歩

リードする形で

走り出した。その

一歩が今になっ

て他の農村を大きく引き離し，私たちに大きな成功をもた

らした」というのが彼のコメントです。 

 そして，この村は，彼の独裁的な指導体制の元，毎年，

20%もの高度成長を続け，現在年間 GDP は 8000 億円とな

っています。現在，華西村は，周辺の貧しい村を次々と合

併していき，人口 3 万人の村となっています。 

 

 

【問題】 

 この村での村民は年収 1000 万円以上なのですが，その勤

務実態はどのようなものなのでしょうか。 

 

予想 

ア ほぼ不労所得 

イ ふつうに働いている 

ウ どちらかといえばたくさん働いている 

エ そのほか 
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■働きずくめ 

 村民は，朝 7 時から夕方 4 時半まで，村営の企業で働き

ます。呉さんの理念は「まず誰よりもトップが働く」です。

そして，村民も，「指導者である呉仁宝さんが，年に数日の

休暇しかないのに，自分たちばかりが休んでいるわけには

いかない」と働きずくめで余暇などはあまりないそうです。 

 呉さんは，「村人が豊かになることが目標。そのためには

強力な支配が必要」として「独裁者」となりました。彼は

独裁者として，住民の生活を支配しました。しかし，彼は

利益を住民に分配したのです。 

 

並んでいるのは住民に分配された豪邸 
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【問題】 

 いくら企業が儲けても，その利益を従業員である村民に

分配してしまったら，企業には投資する資金が不足するこ

とになって，事業拡大はできなくなりそうです。では，ど

うして，華西村では，企業が大発展することができたので

しょうか。その一番の理由は何でしょうか。 

 

予想 

ア 低賃金の労働者を確保していたから 

イ 村の徹底的な優遇措置があるから 

ウ 給与の一部を投資に回しているから 

エ 別の資産運用で利益を出しているから 

 オ そのほか 
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■独裁 

 村のリーダーとなった呉さんが考えたのは，「村人が豊か

になること」でした。そして「そのためには強力な支配が

必要」と考えたのです。そして，彼は，村の「独裁者」と

なり，「私の村では世界の流行は追いかけない。指導者がこ

ろころ交代するような政治はしない」と 50 年の間，次々と

改革を断行していったのです。 

 ですから，この村の村民には，「自由」は，あまりありま

せん。村は毛沢東時代の集団主義体制のままです。就職も

生活も，すべて村の管理下にあります。村の利益は貢献度

において分配されますが，働けるものは，みな村営企業で

働き，収入の 8 割を，投資として差し出さねばならないの

です。その投資を村が運用し，毎年 700 万円の配当を出し

ています。投資分は村によって管理され，許可が得られな

ければ，一円たりとも自由に使うことはできません。 

 また，呉さんによる独自の厳しい規則が存在します。例

えば，「花壇の花を勝手に摘めば罰金１万元」，「賭博をした

ら罰金 100 万元」などです。 

 村民は，独裁を支持している限り，豪邸や高級車，高収

入や様々なサービスを与えられているわけです（「所有して

いる」とはいえない）。しかし，罪を犯したり，離村したり

した場合，これらの全権利が取り上げられます。 
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【問題】 

 600 人でスタートした村は，今や人口 3 万人となってい

ます。では，その 3 万人のすべてが，こうした豊かな生活

を享受しているのでしょうか。 

 

予想 

ア 村民はみな平等 

イ ある程度の違いはある 

ウ 大きな格差がある 
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■新村民 

 併合された周辺の貧しい村の人々には，元々の村民が受

けているような手厚い福利厚生のサービスはありません。

元々の村民のような待遇を得るためには，「村に必要な人

材」と認められる必要があるのです。そういったものを加

えた「実際の村民」は 1400 人ほどです。 

 また，村には，多くの出稼ぎ労働者がいますが，彼らの

待遇も，村民とは大きな格差があります。ただ，経済大国

の貧困者が，貧困国の住民と比較すればまだましなように，

この村の下層階級も中国のほかのところの貧困層よりは，

ましとは言えるかもしれません。実際，出稼ぎ労働者を除

く，3 万人の住民の平均年収は，中国平均の 3 倍程度です。 

一部の資産家には，どんどん金が集まり，多くのものが

貧困から抜け出せないという，資本主義社会がここに出現

したわけです。「理想的社会主義」と言われた呉さんの独裁

は，格差社会をもたらせたわけです。社会主義は，もとも

と格差を含有しているのでしょうか。それとも，これは社

会主義ではなかったのでしょうか。 

8400 平方メートル

の敷地に砂場やプ

ール、農園などの施

設がある幼稚園 
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【問題】 

 現在，この村は，新たなビジネスでも成功を収めつつあ

ります。それはどんな事業だと思いますか。 

 

予想 

ア IT（情報技術）関連 

イ 人材派遣 

ウ 観光 

エ 投資 

オ そのほか 

 

 

 

2007 年 9 月に 1 億 3000 万元をかけて建てられた華西村の

実験学校 
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■テーマパーク 

 この村では，観光にも力を入れています。村には，天安

門，万里の長城，凱旋門などの複製があり，多くが観光名

所となっています。年間 230 万人の観光客から 35 億円を稼

ぎ出しています。現在，村は，鉄鋼・紡績・観光が三大産

業となっているのです。 

 観光目的でなくて，「華西村に学べ」と世界各地から視察

が来ていますが，彼らからも，しっかり料金を取っていま

す。入村するためには見学料 2000 円，記念撮影はひとり

200 円などです。 

 また，呉さんは，中国の他の貧困地域にも「華西村」を

作ろうとしています。彼は，「これこそが，中国共産党の掲

げる《共同富裕》

の実現だ」として，

4億円を投資して，

「華西村に学べ運

動」を開始するそ

うです。また，台

湾にも投資しよう

としています。 

 また，200 人の

村人が 1 億円を投

資して，中国で 6

番目に高い 74 階

建ての「社会主義
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新農村ビル」という高層ビルがこのたび完成したばかりで

す。 

 

 

【問題】 

 本当に独裁者かどうかは，「後継者が誰になるか」で判断

することができるかもしれません。多くの独裁者は，権力

を世襲にしようとします。 

 呉さんは，2003 年に書記を辞任しました。では，その後

任は誰だったでしょうか。 

 

予想 

ア 呉さんの息子 

イ 呉さんの腹心 

ウ 呉さんの関係者ではない 
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■後継者 

 後任として党書記になったのは，呉協恩さんで，呉仁宝

さんの第四子でした。権力が世襲されたのです。しかし，

依然として最高権力者は82歳になった呉仁宝さんのようで

す。また，副書記は呉協恩さんの妻です。 

 このような村の状態を桃山学院大学の厳善平教授は「華

西村はその集団主義経済，人治体制ともいえる呉一族によ

る支配，村民と出稼ぎ労働者の巨大な経済格差など，まさ

に中国社会の縮図だが，同時にきわめて特殊な成功例。村

営企業は社会主義市場経済のモデルとしてもてはやされた

が，所有権が曖昧で，実際には村や企業の要職をすべて握

る呉一族の財産だ。市場経済化が進めば問題が表面化する。

近代化に邁進する共産党の支持を今後も受けられるかどう

かは疑問だ」としています。 

 

呉仁宝氏（写真中央） 
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【問題】 

 欧米のマスコミは，この華西村のことをどう評価してい

るのでしょうか。 

 あなたはどうですか。この村に住みたいですか。 

 

予想 

ア 賞賛 

イ 批判的 

ウ どちらともいえない 

 

 

 

大華西村規劃圖 
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■理想郷 

 華西村を取材した欧米の記者たちは，「このような社会主

義は私達も期待している」「華西村の成功は社会主義，資本

主義と共産主義の 3 つの主義の完璧な結合である」「華西村

はまるで 1 つの社会主義のパラダイスのようだ」とほぼ賞

賛しています。コメントには出てきませんが，この村は資

本主義の帰結とも言えるからではないでしょうか。 

 村では，住民たちの不満が高まっていると言います。こ

れからも，村は分配やサービスの向上でその不満を鎮めて

ゆくのでしょうか。 

 呉仁宝元書記は中国政府要人の華西村への関心と激励に

対して感謝の意を表し，「命のある限り人民への奉仕を続け

る。みんながすべて幸せになることは自分の最大の幸せで

あり，みんなの生活はもっと幸せになるよう願っている」

と述べました。 

 ある意味，「お先に失礼」したようです。 
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朝霞中的華西村图片 
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■長いいいわけ，少し愛して 

 衆愚政治よりは，賢者による独裁のほうがましでしょう。

しかし，独裁は，基本的にその体制を変える方法がないの

です。中国の人たちは，何千年もの間，支配者の交代を経

験してきました。自分たちの生活を保障してくれる支配者

なら，誰でも良いのかもしれません。では，日本では? 

 この 4 月からというもの，毎日がヤンデル激務で完璧な

睡眠不足です。なかなかレポートも書けずにうっぷんもた

まります。今回も，途中まで書いていたレポートが間に合

いそうもなかったので，急遽，テレビで観た華西村につい

て書いてみました。あ，もう時間だ・・ 

 

“Goodbye Girl”  今月の BGM 

The title song was written by David Gates 

ずっと続く愛を ずっと待ち続けてきた君の人生 

そんな君をボクが見つけたんだから 

逃げ出しちゃ駄目だよ 

かつて君を傷つけた言葉を聞くのは辛いだろうけど 

ねえ，もう一度だけ信じてみてよ 

 

だって，「さよなら」は「永久の別れ」の意味じゃない 

「もう二度と会えない」という意味じゃないんだ 

だから，「さよなら」を言わせて 

 

もし，君が目覚めたとき，そこにボクがいなくても大丈夫 
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君の存在こそが ボクを君の元へ導くから 

 

わかるよ「もう傷つきたくない」という気持ち 

でも諦める前に，ボクへの気持ちがあるのなら 

それで頑張って 

いい加減にわかってよ ボクは君の為に生きている 

君だってそのはず 

 

だから覚えていて，「さよなら」は，ただの挨拶 

二度と会えないわけじゃない 

もし離ればなれで 

いたとしても 

ボクの心は君のもの 

だから，ボクのグッバ

イガールよ， 

過去は忘れてくれ 

 

だって，君はもう愛の

ある場所をみつけて

いるんだから 

 

 

I love this movie. 
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All your life you've waited 

 For love to come and stay 

 And now that I have found you 

 You must not slip away 

 I know it's hard believin' 

 The words you've heard before 

 But darling you must trust them just once more 

 

 Because baby, goodbye doesn't mean forever 

 Let me tell you goodbye doesn't mean we'll never be 

together again 

 If you wake up and I'm not there, I won't be long away 

 `Cause the things you do, my goodbye girl 

 Will bring me back to you 

 

 I know you've been taken 

 Afraid to hurt again 

 You fight the love you feel for me 

 Instead of givin' in 

 Well, I can wait forever  

 For helping you to see 

 That I was meant for you 

 And you for me 

 

 So remember goodbye doesn't mean forever 
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 Let me tell ya goodbye doesn't mean we'll never be 

together again 

 Though we may be so far apart, you still would have my 

heart 

 So forget your past, my goodbye girl 

 `Cause now you're home at last 


