
はじめに

中国経済が高度成長を遂げている。それに伴い、国民所得が急速に上昇した。中国国家統

計局によると、中国の一人当たり国民所得は 年度に ドルに達し ）、世界銀行の基準

に従えば、中国は途上国・低所得国を卒業し、中進国グループに入った。経済の好況を反映

して、中国の住宅価格が急騰している。北京市を例にみると、表 北京市住宅販売価格上昇

率の通り、 年の住宅販売価格は平均して ％が上昇し、上昇幅が 年に比べてさら

に ポイント高まった。上昇率の最も大きい普通商品住宅が ％に達した。これはあく

までも政府によって発表された統計数値であり、実際の住宅取引価格の上昇、とりわけ都心

に近い地域の価格上昇が遥かに大きいものであった。

住宅価格の急騰は二桁経済成長を反映した部分がある一方、政府の歪んだ都市・住宅政策

によって持たされた部分も少なくはないと思われる。すなわち、一つは市場一辺倒の中央政

府の住宅制度改革である。もう一つは、高地価指向の地方政府の都市経営政策である。現

在、住宅価格の急騰は、社会問題となっている所得格差の拡大に拍車を駆け、高所得者に多

大な資産・所得増をもたらした一方、中所得者の生活を困窮にし、低所得者の住宅確保を著

しく困難にしてしまった。住宅価格の急騰により、中低所得者の住宅問題が深刻度を増して

いる。胡錦濤政権になってから、中国政府がようやく中低所得者住宅問題に対応策を打ち出
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し始め、住居の社会保障制度の整備に取り掛かった。しかし、現状では、量的不足がもとよ

り、制度設計においても多くの問題がある。

本稿は今般の住宅価格急騰の要因を分析し、その過程において政府の失策がその一因に

なったことを指摘して行きたい。その上、現在進めている低所得者層への住居保障制度を考

察し、北京の現状を例にその問題点を明らかにしていく。

．住宅制度改革と住宅価格の急騰

住宅制度改革

中国が経済改革を進める上で、国有企業の改革が課題であった。また、国有企業改革を成

功させるには、住宅制度の改革がネックの一つであった。国有企業は従業員の住宅を丸抱え

しなければならなかった。逆にいうと、従業員は勤務先の国有企業からしか住宅を入手でき

なかった。このため、国有企業にとって、従業員の社宅を確保するのに、多大な費用が要

し、大きなコスト負担となっていた。国有企業の競争力を上げるためには、住宅を含めての

国有企業の福祉負担を減らし、住宅取得を勤務先から切り離さなければならなかった。

住宅制度の改革は社宅の払い下げから始まった。まず行われたのが地方政府、勤務先、払

い下げを受ける個人の三者がそれぞれ住宅建設コストの 分の を負担する 三三制 払い

下げであった。しかし、この改革案は三者のいずれにとっても不満足のものであった。政府

は補助金の多さに不満であった。勤務先は住宅建設コストのほとんどが回収できなかったこ

とに不満であった。数字上最大の受益者であるはずの個人も著しく安い家賃に比べて払い下

げ価格が魅力的ではなかった。

社宅の管理費・修繕費を賄う水準に設定された家賃の低さが住宅購入の大きな障害であっ

た。 年から、家賃の引き上げ、それとリンクした住宅手当の増額をセットにした住宅制

度改革の実験が行われた。いわゆる 煙台モデル である。 煙台モデル は家賃の引き上

げと引き上げ幅とほぼ同額の住宅手当の増額を通じて、住宅取得、つまり持ち家が相対的に

有利である状況を作り出したのである。その結果、実験が行われた都市において、住宅の払

大阪商業大学論集 第 巻 第 号（通号 ・ 号合併号）

表 北京市住宅販売価格上昇率

単位 ％

項目 年 年

住宅販売価格

商品住宅

住宅

普通住宅

高級住宅

非住宅

中古住宅

データ 北京統計局 統計年鑑 年版
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い下げ・住宅の購入が大きく進んだ。しかし、払い下げを前提にしたこれらの改革は、住宅

の取得を勤務先から切り離すという本来の目的からすれば、真の改革にはほど遠いものであ

り、勤務先依存という体制は根本的に変わっていなかった ）。

住宅の取得を勤務先から市場へと転換させていくには、住宅金融制度の確立と国民の支払

い能力の向上が不可欠である。 年に上海はシンガポールを参考に公的住宅積立金制度を

施行した。上海の公的住宅積立金制度では、上海市戸籍を有する正規従業員全員が給与の

％を上海市住宅積立金センターに積み立て、雇用者側も同額の積立金を従業員の積立金口

座に支払うよう定めていた。積立金は住宅の購入・建設・修繕にしか利用できない。また、

住宅購入資金が不足した場合、住宅積立金センターから融資を受けることができるようにし

た。上海の公的住宅積立金制度は初めて個人向けの住宅金融を切り開き、中国の住宅制度改

革の重要な一歩を踏み出した ）。しかし、その実施には、当時の上海市長朱鎔基の強いリー

ダーシップによるところが大きかった。中国の独特な国有企業内利益構造により、中国の他

の地域では、住宅取得の勤務先依存は旧態のままであった。

アジア金融危機と住宅取得の社会化・商品化

年にアジア金融危機が起きた。中国の金融システムが直接的ダメージこそ受けなかっ

たが、経済成長を支えてきた輸出が大きく落ち込み、経済成長を維持するには国内需要の拡

大が求められた。時の総理・上述の上海市長であった朱鎔基が内需振興策の一つに住宅取得

の社会化・商品化と称する住宅制度の大転換を推し進めた。

朱鎔基住宅制度改革には つの柱があった。すなわち、勤務先の従業員への住宅関与は現

物方式から金銭方式に転換すること（住宅の貨幣化）、住宅の取得は所得水準の如何にかか

わらずすべて市場直接取引によるものでなければならないこと（住宅の商品化）、不動産業

が国民経済・国民経済成長の牽引産業となるよう育成・発展させていくこと（住宅の社会

化）である。

これまで中央政府が勤務先の従業員に対する住宅の現物配給を原則禁止とする通達を数回

にわたって出したにもかかわらず、多くの国有大企業あるいは政府機関が独自に住宅を建設

し、従業員に安く配給することを続けていた ）。朱鎔基住宅制度改革は 年末を期限に勤

務先が従業員への住宅の現物配給・譲渡を一律すべて禁止するように改めて通達を出した。

ただし、現物配給禁止の代わりに、勤務先が従業員への住宅補助として、住宅取得補助一時

金と公的住宅積立金制度の導入を認めた ）。これまで上海市など一部の都市に限っていた同

制度を全国に広げた。また、都市再開発に伴う立ち退き者への補償も、従来の代替住宅の提

供から金銭補償へと切り替わった。立ち退き者は補償金を元手に、市場から代替住宅を自ら

）この時期の中国の住宅制度改革の詳細については、閻和平 中国の住宅制度改革及びその問題点につい
て 大阪商業大学 大阪商業大学論集 第 号を参照されたい。
） 年に上海市が 上海市住宅制度改革実施法案 を制定し、公的住宅積立金の実験を始めたが、実
験 年後の 年に全国の初となる 上海市住宅公的積立金条例 を制定した。 年に国務院が上海市
の経験を踏まえ、全国の 住宅公的積立金条例 を制定するに至った。
） 年に国務院が 都市部住宅制度改革を深化させる決定 （ 号）を通達し、住宅の商品化、社会化
とする改革方向性を初めて打ち出した。
） 年 月に国務院が 都市部住宅制度改革をさらに深化させ、住宅建設を加速させることに関する通
知 （ 号通達）を出した。



取得することになった。

この制度転換は国有企業を高福祉・高コストの束縛から解放するのに大いに寄与したが、

一方、住宅価格の急騰を作り出した。旧制度の下では、供給する住宅の量を前提に、需要者

の従業員に住宅配分するのであった。つまり、需要があくまでも供給量以下に制約され、管

理されていた。ところが、新制度では、水面下に抑えられていた潜在需要が一気に噴出し、

市場に溢れ出た。このため、瞬く間に市場が需給アンバランス構造に陥り、売り手市場と

なった。そして、一旦価格上昇に転じた不動産市場が投機マネーを招き入れ、それが更なる

価格上昇に拍車を駆け、住宅価格が急騰スパイラルに入ってしまった。

この制度の大転換で従業員はもはや勤務先から住宅を取得ができなくなり、住宅を市場か

ら入手せざるを得なくなったことは、住宅取得を商品化とするという改革目的が一応に成功

したといえよう。しかし、市場に炙り出された膨大な需要に如何にして支払い能力に応じた

住宅を勤務先に替わって供給するか、すなわち住宅の社会化が課題となった。

住宅制度改革の初期から、商品房と呼ばれる住宅が供給されていた。商品房は商品として

市場メカニズムに基づいて市場取引され、販売価格が建設コストを回収するのみでなく、事

業利益が出る設定である。その販売価格は一般市民の支払い能力を遥かに上回り、販売対象

が主として富裕層や外国人であった。住宅の社会化の課題とは如何にして中間所得層にア

フォーダブル住宅を供給するかである。

年に住宅制度改革の中で 安居工程 と呼ばれる住宅が一部の都市で建設された ）。 安

居房 は商品房と違って非営利性住宅であり、建築コストに準ずる価格設定であった。 安

居房 は中低所得者を念頭にした住宅供給であったが、その主たる観点は住宅難の解消で

あった。中低所得者を意識し、そのために本格的に供給される住宅は、 経済適用房 であ

る。 年以降 安居房 が次第に 経済適用房 に取り込まれた。しかし、 安居房 が

非営利性を前提にしたものであったのに対して、中低所得層向けを全面的に打ち出した 経

済適用房 は低利益が認められており、結果的に政策趣旨に逆行する現象が散見された。例

えば、一部高級車を乗り回している人が 経済適用房 に入居し、複数の 経済適用房 を

所有している人がいる一方、販売価格が高く購入できない人達がいる。

年の住宅制度改革は国民の住宅事情の改善を図るという側面があったが、政策誕生の

経緯を考えれば、むしろ内需拡大、すなわち不動産業の振興に重点が置かれたと言わざるを

得ない。それまで、建設主が企業であり、住宅取引も企業内部において非市場ベースで行わ

れていた。このため、不動産業の国民経済に占めるシェアが極めて低かった。住宅取得の商

品化と社会化の改革によって、多くの住宅に纏わるニュー ビジネスを生み出した。改革の

進行に伴い、数多くの不動産開発業者が誕生し、住宅の建設量も販売量も急増した。その結

果、不動産業が中国経済成長を牽引する中核産業の一つに成長した。

朱鎔基住宅制度改革は内需振興という難題を解決し、中国経済をアジア金融危機による経

済低迷から新たな成長軌道に乗せるには成功したといえよう。また、長年にわたって実現し

なかった住宅取得の勤務先依存からの打破は大きく前進し、国有企業の再生に大きく寄与す
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） 年 月に国務院が 国家安居工程実施案 を作成した。同案では、安居住宅は中低所得層向けに建築
コストを販売価格とするものと定めた。
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る結果となった。次節で詳述するが、不動産業の繁栄で、不動産関連財政収入が急増し、中

央政府をはじめ、とりわけ地方政府の財政事情を改善させ、地方経済の発展に大きく寄与し

た。しかし、国民の市場からの住宅取得に関しては、多くの問題が生じた。需給のアンバラ

ンス、さらに価格急騰によってホットマネーが流入し、需給バランスのさらなる悪化を招い

た。需給アンバランスの結果、価格が急騰し、中低所得者の住宅取得を困難にし、住宅取得

できた人達もローンの返済で生活が圧迫されている。また、土地買収に伴う旧住民との軋轢

や乱開発や契約トラブルや欠陥住宅など問題が山積している。いずれの問題も深刻であり、

重要ではあるが、本稿は特に住宅価格の急騰による中低所得者の住宅取得難に焦点を当てて

行きたい。

住宅価格の急騰要因と中低所得層の住宅困窮

今般の住宅価格急騰は、経済発展に伴う土地生産性の上昇や経済発展に伴う都市化の進行

など経済発展トレンドを反映する部分のほかに、過剰流動性やホットマネーの流入といった

短期・投機的な要因によるところがあった。しかし、政府の失策という要因も大きく影響し

たと思われる。政府の住宅価格に纏わる失策として、上述した住宅制度の転換によって住宅

の需要と供給のアンバランスを著しくした、勤務先からの住宅配給の全面廃止策のほかに、

地方政府の都市経営の高地価指向も住宅価格の急騰に大きな影響を与えた。

住宅は土地という基本的に供給量の調整が困難なものに付着し、立地という属性によって

他のものに代替できない特性をもつ。そのために、住宅は投機対象になりやすく、価格急騰

しやすい性質を有する。政府は公共の立場から住宅価格の監視や急騰抑制に努めなければな

らないのである。ところが、現在の中国の地方政府の多くが高地価を志向し、時に地価の上

昇につながるような措置さえも講じていた。

本来の役割に逆行するこのような地方政府の行為が、偏に中国の政治・経済制度に規定さ

れているからである。地方の首長が実質的に中央任命制となっており、地方幹部の昇進は在

任中の地域経済動向に大きく依存し、地方政府が経済成長を追及しなければならないのであ

る。その一環として、地価高騰を経済活況のパフォーマンスと取り違えている。また、不動

産関連財政収入が旧市街地や経済開発の重要な財源になっている。 年に中国は税源に係

わる中央政府と地方政府の取り決め（分税制）改革が行われた。この中で、税収が安定し、

課税ベースが広い多くの税源が中央政府に取り上げられた一方、土地使用権譲渡収入が全額

地方政府の収入となった。このことが一因となり、地方政府が、高地価を演出し、財政収入

増を図ることになった。 年に全国の土地使用権譲渡収入が 億元であったが、 年

には 億元に増加した。地方財政収入に占める割合が 年の ％から ％に高

まった。もはや土地使用権の譲渡収入なしでは、大規模開発プロジェクトを展開することが

困難だといえよう ）。

高地価が地方政府の収入を潤したが、中低所得者の住宅取得を困難にした。住宅の購入の

）例えば、華中師範大学アイ建国教授によると、武漢市の場合、 年に不動産関連で外資導入額が
億元に上り、財政収入が 億元のうち、土地使用権譲渡金による収入が 億元であった。田建軍 利益
に駆られ、不動産市場には 対策 が取れない地方政府 新華網 年 月 日。



ために頭金を貯蓄しなければならないが、多くの低所得者は住宅価格の高騰に追いつかず、

住宅の購入を断念せざるを得ない。住宅価格の高騰は同時に賃貸市場の家賃上昇をもたら

す。従って住宅購入を断念したからといって、住宅価格の高騰による被害を逃れることはや

はりできないのである。また、幸いにも住宅の購入を果たした中所得者層には、すべてが朗

報とはならないようである。住宅価格の高騰に伴い、住宅ローンの借入額が増え、毎月の返

済額が可処分所得に占める割合が限界までに達しつつある。図 都市部家庭債務率で示されて

いるように、 年の上海、北京の住宅ローン返済額の可処分所得に占める割合がそれぞれ

％、 ％であった ）。住宅を購入したが、ローンの返済に追われ、生活を限界まで切り詰

めしなければならない人が 房奴 すなわち 住宅奴隷 と呼ばれている。

．住居保障の制度設計と住宅政策の展開

住居保障制度の確立

経済成長が続く中、所得格差が拡大し、深刻な社会問題になった。一方、住宅価格の上昇

は 年に入って一段と増勢を強め、所得格差の拡大に拍車を駆けた。このような時代背景

で誕生した胡錦濤政権には、弱者のための政治が求められた。とりわけ、国民の要望の強い

住宅価格の急騰抑止、中低所得者層の住宅難解消が急務となった。

年 月 日に国務院が 不動産市場の持続・健全的発展を促すための意見 （ 号通

達）を皮切りに、住宅価格の高騰を抑制する政策措置を相次ぎ打ち出した。 年の 確実

に住宅価格を安定させるための通達 （国 条）では、住宅価格の高騰抑制を、各地方政府

の責任において強力に進めなければならないと定め、住宅価格高騰の抑制に強い意志を示し

た。 年の 住宅構造を調整し、住宅価格を安定させるための意見 （国 条）では、建設

される住宅の ％以上が 以下の小住戸でなければならないとし、中低所得者向け住宅の

供給拡大を図った。しかし、これらの措置は市場に住宅価格高騰を抑制しようとする中央政
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府の意志表示のシグナルを送ることにはなったが、住宅価格の高騰を抑止することも、中低

所得者向け住宅の供給拡大も実現されなかった。もとより、市場に最も身近にある地方政府

がどこまで中央政府の通達を着実に施行していくかは甚だ疑問であると思われる。また、中

低所得者層の住宅難問題を解決するには、間接的に市場誘導のみで実現するのが困難である

ことも明らかとなり、政府による直接供給が不可欠だといえよう。

年に政府が 都市部低所得家庭の住宅難問題を解決するための意見 （ 号通達）を

出し、市場機能による中低所得者層の住宅難問題解決から政府による住宅直接供給に政策重

心を転換した。とりわけ、中低所得者に対して適切な住宅を直接提供すべきとする政府の社

会保障責任を認め、低所得者向け賃貸住宅の整備策を本格的に打ち出した。これにより、所

得水準に応じた多層的住宅供給体系が形成されることになった。また、政府の住宅供給への

関与が税制の減免・用地割当優先といった間接的なもののみでなく、自ら最低所得層の住宅

を確保し、直接提供にも乗り出した。

社会保障性施策住宅の供給体系

現在、政府がその供給に関与している住宅は 種類があり、所得水準に応じてそれぞれ、

最低所得者向けの廉租屋、低所得者向け分譲住宅の経済適用房、中間所得者向け分譲住宅の

限価房である。

廉租屋制度は朱鎔基住宅制度改革の一連措置の中で最低所得者保護の観点から 年に創

設された ）。 年の規定では、廉租屋は政府が最低所得者に対し、直接住宅を提供する公

営住宅制度であった。しかし、 年に制定された 都市最低所得家庭廉租住宅管理弁法

（建設部第 号令）では、住宅の直接提供が二次的措置に後退し、新たに家賃補助金支給

方式をメイン手段に据えた。その財源に、地方政府予算のほかに、公的住宅積立金の運用益

から一部振り替えが求められた。また、住宅の直接提供を高齢者や身体障害者など特殊事情

の人に限定すべきとされた。

廉租屋住宅保障制度が 年末までに全国 ％の地級都市で導入されたが、実際に同制度

を利用できた家族が僅か 万戸に過ぎなかった ）。進展しなかった主要因は政府の消極的

政策姿勢と制度を裏付ける資金不足であった。上述した 年の 都市部低所得家庭の住宅

難問題を解決するための意見 （ 号通達）を期に、廉租屋制度が新たな展開を迎えた。

国務院の 都市部低所得家庭の住宅難問題を解決するための意見 （ 号通達）に基づい

て、財政部が 年 月に 廉租住宅保障資金管理弁法 （財政部第 号令）を制定した。

同規定はこれまで廉租住宅保障制度の施行を妨げていた資金問題の解決を図るものであっ

た。廉租住宅保障制度用資金源に新たに、中央政府、省政府の一般財政の投入や廉租住宅保

障特別交付金、土地使用権譲渡純収入の一部、公的住宅積立金運用益の全額を加えた。中央

政府は特に経済発展が遅れ、財政状況が厳しい中西部に対して、廉租住宅保障制度を推進す

るために特別交付金制度を制定した。同制度は、財政状況のみでなく、廉租住宅保障制度の

） 都市廉租住宅管理弁法 年建設部第 号令。
） 建設部都市部廉租住宅制度建設及び実施状況に関する通知 （建設部 年第 号令）。保障を受けた

万家族の内訳は、家賃補助が 万戸、全体の ％、公営住宅が 万戸、全体の ％、公的住宅
の家賃減免が 万戸、全体の ％であった。



進行状況に応じて交付金額を決定するとしており、廉租住宅保障制度の着実な実現を図って

いる。 年度の同交付金が 億元であった ）。

廉租住宅保障制度を主管する建設部も 年 月に 年の同規定を廃止し、改めて 廉

租住宅保障弁法 （建設部第 号令）を制定公布した。新規定は低家賃住宅を直接提供する

公営住宅制度の必要性を認め、とりわけ市場で低家賃住宅が不足している地域において公営

住宅の拡充を進めるべきとした。新築の公営住宅は他の保障性住宅と一体的に確保すること

とし、低所得者の集中により生じる種々の社会問題の回避に注意を払ったことも特筆すべき

ことである。また、廉租住宅保障制度の対象については、従来の最低所得層から低所得層と

対象者を広げた。ただし、同規定は所得水準についての定義がなく、その所得要件制定は地

方政府の判断に任せている。同じく、保障内容についても全国的な統一基準がなく、それぞ

れの地域実情に合わせて、地方政府が独自に定めることとしている。

廉租住宅保障制度は賃貸住宅による低所得者の住居保障制度であるのに対し、低所得者の

住宅取得を支援するのが経済適用房の供給策である。経済適用房は 年 月に制定された

経済適用房管理弁法 （建住房第 号令）によって初めて制度化された。しかし、このと

きの規定では、制度の対象者が明確に規定されず、提供される住宅が社会保障性質のある政

策性商品住宅であるとされていた。従って、当初の経済適用房がむしろ中堅所得層向けのも

のであったといえよう。実際、後に批判を強く受けたことの一つは入居した住民のうち、高

級車を所有する者も少なくなかったのである。経済適用房を低所得者層向けの保障性施策住

宅として位置づけ、規範化したのが、 年に国務院が出した 建設部などが住宅供給構造を

調整し、住宅価格の安定化を図るための意見通達 （国弁発［ ］ 号）であった ）。続い

て、 年の国務院 都市部低所得家庭の住宅難問題を解決するための意見 （ 号通達）

の中でも経済適用房の運用改善や再定義が求められた。これらを受けて、建設部が経済適用

房に関する 年の旧規定を廃止し、改めて 経済適用房管理弁法 （建住房［ ］

号）を制定公布した。新規定の第 条では、経済適用房は住宅難にある都市部低所得家庭に

提供される社会保障性質を有する施策住宅と定義し、同第 条では、経済適用房は都市部低

所得家庭の住宅難を解決させる政策体系の一部分であり、施策対象は廉租住宅保障対象と連

続していると定めた。これにより、経済適用房は低所得者向け住宅制度として再スタートす

ることになった。

経済適用房を建設するに当たって、政府はその用地を行政割当によって優先的に提供し、

都市インフラなど政府の事業性徴収費を免除し、団地共同施設を政府費用で提供するなど分

譲価格の抑制に種々の優遇措置を講じている。その代わり、経済適用房の規格を厳しく制限

し、経済適用房の購入者に対しては、収入さらに資産状況を審査し、実地調査のみでなく、

一般に公表し、大衆の監督を受けさせている。

経済適用房が低所得者向け住宅に性格変更したのを受け、中間所得層向けには新たに限価

房と呼ばれる制度を打ち出した。限価房の基本的属性は商品房である。ただし、政府が土地

使用権を譲渡する際、予め住戸規模や住宅販売価格の上限を定め、入札方式によって開発業
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者を選定するシステムである。住宅販売価格が制限され、立地する同一地域の商品房より

ないし 割安を目処にするとされている。このため、開発業者の利益が制限され、相対的に

低利潤となった。限価房も社会保障性住宅の一形態として位置づけられている。限価房購入

者に対して同様に収入、資産基準が設けられ、三段階の資格審査と 度の情報公示が行なわ

れている。限価房は経済適用房が低所得者向け住宅に特化され、住宅価格の高騰という二つ

の背景の下で設計された制度である。住宅価格が頭打ちもしくは低下に転じている今、限価

房が多くの問題に直面している。

．北京を例にみる住居保障制度の問題点

年に北京オリンピックの開催が決定し、その後開催に向け、施設整備や都市開発など

が大規模に進められた。そのような特殊事情があったが、北京市は中国において住居保障制

度が最も整備された都市の一つである。北京市政府が廉租住宅保障制度をはじめ、経済適用

房、限価房などを提供しているが、幾つかの問題も露呈している。

まず、低所得者住宅政策についてみると、 年に全国にさきがけて廉租住宅保障制度を

制定した。しかし、制度こそできたものの、現状では、住居の社会保障と呼べる水準には程

遠いものである。表 廉租屋申請要件の通り、同制度の適用を受けるためには、所得をはじ

め、資産、現住居面積、戸籍など幾つもの条件をすべてクリアする必要がある。所得条件と

して、一人当たり月額収入は都心 区が 元、近郊の昌平区などが 元である。 年度

の北京市 人に対するサンプリング調査によると、北京市平均一人当たり年間可処分所得

が 元、低所得層が 元、中低所得層が 元、中間所得層が 元、中高所得層

が 元、高所得層が 元であった。つまり、廉租住宅保障を受けられるのは、高い地

表 廉租屋申請要件

区・県 一人当たり

月 収（元）

一 人 当 た り

住居面積（平米）

家族資産上限額（万元）

人家族 人家族 人家族 人家族 人以上

都心 区

門頭溝区

房山区

通州区

順義区

昌平区

大興区

懐柔区

平谷区

密雲県

延慶県

データ 年 月現在。北京住宅保障網

（ ）



域では市平均所得の ％以下の家族、低所得層平均所得額の ％以下、低い地域ではさらに

それの ％以下と ％以下しかない家族である。これに対し、 年の北京市の社会保障制

度では、保障要件はそれぞれ月額で最低賃金が 元、定年退職者年金が 元、最低生活保

護が 元である。現状では、住居保障申請所得要件は生活保護を受ける所得ラインとほぼ

同額である。公示された申請者の所得状況を見ると、ほとんどの申請者の所得は最低生活保

護水準以下である ）。現住居面積条件は一人当たり 平米以下である ）。これは 年代

半ばの北京の平均居住水準である。保有資産も申請要件の一つとなっており、お金があれ

ば、家を購入しなさいという意味であると思われるが、しかし、要件の資産金額のみで、住

宅を購入するのは全く不可能であり、住宅ローンを組みながらの住宅購入は、生活を一層困

難にしてしまう。従って、この規定が生活難・住宅難にありながら制度の適用を受けられな

い、いわゆる制度の隙間を創り出していることは明らかである。

北京の廉租住宅保障は現在 つの方式で進められている。すなわち、実物配給の公営住

宅、民間賃貸市場利用者への家賃補助、従前の公的住宅利用者への家賃減免である。 北京

日報 の報道によると、 年には北京市で廉租住宅保障制度有資格者が 万家庭、政策

的家賃制度有資格者が 万家庭、経済適用房制度有資格者が 万家庭の合計 万家庭であ

る。現在、北京市は廉租住宅保障方式の中心に据えているのが家賃補助である。一人当たり

保障面積 平米と現住居面積との差に平米あたり 元を家賃補助するとしている ）。一人当

たり所得が生活保護水準を超えた部分を家賃補助から減額すると定まっている。補助金の支

払いは、直接補助受給者に支払わず、入居先の家主に支払う形となっている。低所得者に対

する住居保障を行う目的が一般に二つあると思われる。一つは、文化的生活を享受するため

に一定以上の住居の確保である。もう一つは、そのために住居費が他の生活費を圧迫しない

ための所得的保障である。しかし、北京市の家賃補助制度はいずれの目的に照らしても低所

得者の居住改善・保障にほとんど寄与しておらず、劣悪の住居環境に耐えていることへの精

神的補償でしか意義を見出せないものである。

経済適用房の住居保障制度体系における位置づけにも問題がある。経済適用房の前身が安

居工程であり、中間所得層向けの施策住宅であった。低所得層住居保障強化の流れの中で、

経済適用房が中低所得者向け施策住宅として再定義された。表 経済適用房申請要件の通

り、その所得要件が中低所得層平均所得額 元に準ずるものである ）。このため、中間

所得層が対象者から外されてしまった。中間所得層向けには新たに限価房が制定された ）。しか

し、経済適用房に比べて、限価房価格が大幅に高くなり ）、周辺の商品房より若干安いとい

う価格設定では中間所得層にとっては政策効果が極めて限定的であるといえよう。 年半

ばに入って、アメリカ金融危機の影響もあり、中国の商品房価格が頭打ちか、低下に転じ始

大阪商業大学論集 第 巻 第 号（通号 ・ 号合併号）

）北京市政府のホームページの北京市住宅保障網には、申請者の入居家族全員の氏名、職業、収入などの
情報が申請手続きに基づき、一般公示されている。申請の公正さを保つのに止むを得ない事情があるとは
いえ、入居者のプライバシー保護には重大な懸念があると思われる。
）北京市の一人当たり住宅使用面積は、 年が 平米、 年が 平米、 年が 平米で
あった。 北京統計年鑑 各年版により。
） 年 月現在の補助基準である。物価動向に応じて変更する可能性もある。
） 年 人に対するサンプリング調査データである。 北京市統計年鑑 年版。
）両限房とも呼ばれる。つまり、販売価格、 住戸あたり面積を 平米以下に制限する。
）北京市の初めての限価房・大興区康荘の販売価格は平米 元である。
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めた。このため、限価房のメリットが一層低下し、購入申込解約が多発している。

北京市は中国の中で住居保障制度の先進都市であるが、これまで見てきたように多くの問

題を抱えている。都市の再開発が依然大規模に行われる中で、毎年、数万に上る家族が郊外

に転出し、新たな住宅需要が生まれる。それに加え、都市化に伴う人口の流入が大規模に続

く。住宅市場に強い需要圧力が存在し、住宅価格を押し上げる構造となっている。中国の住

宅政策の立案はまずこのことを強く考慮したものでなければならないといえよう。

結 び

年は中国の住宅政策が大きく転換した年であった。住宅市場における政府の役割が見

直され、低所得者向け住宅の提供に、政府が廉租住宅保障制度を通じて直接関与するように

なった。中低所得者の持ち家取得にも、種々の優遇措置を通じて社会保障施策住宅供給体系

を整備してきた。しかし、これが住宅の社会保障制度確立の第一歩に過ぎず、低所得者の住

表 経済適用房申請要件

区・県 一人当た

り使用面

積（平米）

家族年収と資産状況（万元）

人家族 人家族 人家族 人家族 人以上家族

年収 資産 年収 資産 年収 資産 年収 資産 年収 資産

都心 区

門頭溝区

房山区

通州区

順義区

昌平区

大興区

懐柔区

平谷区

密雲県

延慶県

データ 年 月現在。北京住宅保障網。ただし、データの一部を四捨五入した。

（ ）

表 限価房申請要件

家族構成 年収 一人あたり居住面積 家族総資産

人及び以下 万元及び以下 平米及び以下 万元及び以下

人及び以上 万元及び以上 平米及び以上 万元及び以下

データ 年 月現在。北京住宅保障網

（ ）



宅問題の解決にはなお不十分である。一つ目は、政府の住宅価格の高騰を抑制しようとする

インセンティブが欠け、それどころか、住宅価格の上昇を望むメカニズムが解消されず、残

存しているといえよう。二つ目は、低所得者に対する住居保障を他の社会保障政策と切り離

して行われていることである。そもそも、所得格差が著しい中、住居保障のみでは、低所得

者の生活改善あるいは脱低所得生活が不可能に近いといわなければならない。 つ目は賃貸

市場に関する政策が大きく欠如していることである。政府が公営住宅の形で低所得者向け住

宅をすべて供給するには限界がある以上、政府の金銭的補助を受けながら市場で賃貸住宅を

確保する方法も重要であろう。しかし、一般に市場の自主的メカニズムに任すと、低所得者

向け賃貸住宅が供給不足に陥ることが言われるところである。賃貸市場に関する政府の住宅

政策こそが最重点的に取り組まなければならない事項であると思われる。都市再開発がなお

続く中で、再開発地域対象者を単純に金銭補償のみで、住宅市場に追いやるのではなく、再

開発とセットにした住宅供給が不可欠であろう。その際には、旧コミュニティの維持にも政

府として配慮することが望まれる。
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