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1 はじめに 

中国では 2000 年代に急速な経済発展にともなっ

て都市化，すなわち都市部への人口集中が進行した。

中国政府も2005年に第11次５ヵ年計画を策定した

際，地域の協調的な発展を促進するなか、都市化の

健全的な発展を促進するとの目標を掲げた。 

 本研究では，人口統計データの検討を踏まえて，

2000 年代における 51 の地級市（以下，都市圏）に

ついての分析を行うとともに，瀋陽市を事例として

暫住（実態）ベースでの人口流入の推計を試みる。 

2 中国の都市行政と研究対象都市の選定 

歴史的に，中国では，省－県－郷鎮の三層の行政

区画が敷かれてきたが，都市化に対応するために，

現在は，省級－「地級」－県級－郷級の四層の区画

が設けられている（表1）。 

表1 中国の行政区画の詳細(2010年) 

本研究では，333 ある地級レベルの行政区画のう

ち，2000年の中国都市統計年鑑で総人口が百万を超

える51の地級市を研究対象とした。地級市は，市や

県を含んでいるため，都市圏と称する。なお，４つ

の直轄市（北京、上海、天津、重慶）は研究対象か

ら除いている。本研究で用いるデータは，中国都市

統計年鑑を基本として，補完的に中国統計年鑑、人

工センサス報告書を用いることとした。 

3 2000年代における都市圏人口の特徴分析 

まず，2000年と2009年の両時点における51都市

圏について，都市人口比率を一人当たりのGRPで説

明する回帰分析を行って比較した。図1、2に示すよ

うに，経済水準と都市化もこの時期にともに進行し，

双方の相関係数も高いが，都市圏間の格差もまた拡 

 

 

 

大した時期であることも読み取れる。 

次に、都市圏の増加人口（Y= A ）を経済成長 

（ 1 2009 2000X GRP GRP ）と都市規模（ 2 2000X =A ） 

の二つの候補説明変数を用いて重回帰分析を行い、

増加人口の要因を探った（重相関係数0.313）。表2

が示すように、X1 は採択された X2 がは棄却され，

この時期の都市圏の人口増加が都市規模に拠らず経

済成長が要因となっていることが分かる。 

表2 重回帰分析における候補説明変数の 

有意性の検定結果 

行政レベル 行政レベルの個数 行政内容 

省級レベル 34 省・自治区・直轄市・特別行政区

地級レベル 333 地級市（都市圏）·自治州·地区 

県級レベル 2858 県·自治県·県級市·市轄区 

郷級レベル 40858 镇·乡·街道·办事处 

変数名
偏回帰

係数 

標準偏回 

帰係数 
t値 P値 判定 

X1 -22.0550 -0.2869 -2.0584 0.0450 5﹪有意差

X2 0.0502 0.1884 1.3519 0.1828 - 

定数項 105.2792 - 2.8207 0.0069 1﹪有意差

図1 2000年都市人口比率と一人当たりGRPの相関図 
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図2 2009年都市人口比率と一人当たりGRPの相関図 
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本研究では人口増加から中国の大都市を類型化す

るため，(1)都市圏人口（ 2009A ），(2)都市人口比率

（ 2009C ），(3)都市人口比率の変化（ 2009 2000C -C ），

(4)都市圏社会増加比（K ），(5)都市部社会増加比

（L），(6)都市部社会増加比率（ SB BΔ / Δ ）の

六つの変数を用いて，クラスター分析を行った（ワ

ォード法）。距離7を閾値に切断すると，五つのグル

ープに分類できる。Ⅰグループは主に江蘇省と広東

省の諸都市を含む。Ⅱグループは主な沿海沿江地域

の都市である。Ⅲグループにはおもに第11次5ヵ年

計画地域の都市が含まれている。Ⅳグループは主に

工業都市である。Ⅴグループは主に西部と東北部の

都市である。 

4 瀋陽都市圏を事例とした人口増加の実態分析 

本節では、2000 年から 2010 年における都市圏の

人口増加の構成を把握するため、コーホート法を用

いて瀋陽都市圏を事例として人口センサスデータを

用いた人口増加の実態分析を行う。 

コーホート分析の性質から全年齢階層での推計は

できないが、この10年間に、都市圏、都市部の各々

で、各年齢階層とも人口の社会増加が生じている。

これらを合計すると、10 年間の人口増加は 90.2、

107.7 万人、うち社会増加は 87.5、110.4 万人と推

計できる。 

 

 図3に，瀋陽市の各年齢階層の社会増減率を示す。

都市部と近郊部の各々について，2000年の都市部人

口，近郊部人口を分母として社会増減率を計算した。

都市圏全体では各年齢階層とも社会増加を示し，こ

れを圏外からの人口流入による。15-29 歳を中心に

近郊部から都市部への流入超過を読み取れるが，就

労と進学が主な原因として考えられる。都市部に着

目すると、近郊部からの流入が22.9万人、圏外から

の流入が87.4万人と推計できる。これを3節で求め

た瀋陽都市圏の指標と突き合わせると 54.9％の差

がある。これは戸口変更を伴わないの流動人口を促

したためである。 

5 まとめ 

一連の分析から得られた結果は3点にまとめられ

る。 

① 51の都市圏を５つのグループに分類して考察し

た。2000年代の中国の都市化率の上昇には、省

を越える人口移動が示唆される。 

② 各都市圏における都市人口比率と経済水準との

関係を分析したところ、正の相関が認められた。

また、00年代の都市圏の人口増加は、都市圏自 

体の規模よりも経済成長によるところが大きい

と考えられる。これは東部地域で顕著である。 

③ 瀋陽都市圏を事例にコーホート法により 00 年

－10年の実態ベースの人口増加（社会増減）の

推計を行った。都市部では、近郊部からの流入 

22.9万人に対し、圏外からの流入はその倍と試

算できる。 

②、③で得た知見は、省を越える人口移動を裏付

けるものである。 
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図3瀋陽都市圏における人口社会増減率（00～10年）


