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第4章 小三通と違法取引

1 経貿基地と大陸産製品

21世紀の特徴は､冷戦終結後における経済面におけるグローバル化の進

展である｡両岸関係でみると､台湾 と中国の貿易はますます緊密になってい

る｡金門､馬祖 と中国の間に実施 している ｢小三通｣政策により､台湾の軍

事前線基地であった金門と馬祖は経貿の前線基地として注目されるようにな

った｡島峡部である金門と馬祖は小三通が実施され留ようになって､軍事的

島峡から経済的､貿易的､観光的な特徴をもつ島喚となった｡

両岸関係が軍事的に緊張していたときから､金門の市場では多くの大陸産

製品が販売されていることは誰もが知っている事実である｡何ゆえに軍事前

線基地である金門に､大陸産製品が満ちあふれているのか｡一部に､金門は

密輸-海上取引の天国となってしまったので､前線基地である金門について

はその位置づけについて疑問視する風評が広がっていた｡特殊な地理的位置

を持つ台湾と中国の間で時空場の変化を経験 した金門は､大陸産製品の出現

により､台湾の国防に風穴を開けているのではないかとい う動揺があった｡

この現象-海上取引をきっかけに､金門と中国の間の関係について考察する

のが､本章のねらいである｡

2 金門小貿易の定義

｢小三通｣とい う言葉は､最初は中国福建省書記陳光がマスコミに提出し

たものであるとされている｡ しかし､陳書記は ｢両門対開｣(金門と庫門の

直航)とい う金門からの要求をマスコミに説明しただけであった｡台湾の大

陸政策の一つに三不通政策がある｡三不通とは､台湾と大陸の間に通信､通
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商､通航を禁ずるという政策である｡小三通という言葉は大三通 (国対国の

政策)に対する言葉であり､台湾と中国の間の全面的な直接の通信､通商､

通航に関する政策を実施する前に､先ず､金門 ･馬祖と隣の中国島嘆の間に

直接的な貨物と人の交流に関する政策を実施するということである｡2000

年に台湾が ｢試弁金門馬祖輿大陸地区通航実施弁法｣を制定したのをきっか

けに､試弁通航を ｢小三通｣と呼ぶようになった｡

小三通実施の前に､少額貿易とい う言葉があった｡｢小額貿易｣というの

は､｢小額あるいは特定内の貿易数量による貿易行為｣であるOそれは一般

的な国際貿易あるいは大額貿易と区別するために生まれた名前である0｢小

額貿易｣という言葉は､1988年に台湾 との直接貿易法を制定した中国が､

1993年に ｢台湾地区における小額貿易に関する管理法｣ 及び ｢両岸におけ

る民間の小額貿易についての仮法｣の中で用いた用語である｡これらの法律

により､台湾漁船は中国政府が指定する港で一回十万 ドル以下の貿易行為を

合法であると認めたのである｡ しかし､このような行為は台湾政府の側から

すれば違法行為であった｡

この章では､主に金門における大陸産製品の輸入とその海上取引活動を背

景とした両岸の ｢密輸｣､中国の ｢小額貿易｣､金門の ｢小三通｣などの概

念をはっきりと認識 しつつそれらの関係を整理する｡

3 金門島の社会経済特性

1990年～ 2001年の金門等の経済発展を産業発展及び主な産業の特性を

検討する中で説明する｡

(1)金門における人口の変化

2002年の金門県の総人口数は 57,781人､世帯数は 18,733で在 り､1世
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帯当たり人口は 3.1人であった｡金門県の人口変化をみると､1972年前ま

では人口成長期であった｡ しかし､1972年以降 1991年までの軍事管理時

期に､住民が県外-遷移 したため､この時期は人口減少期になった｡1991年

の人口は 43,000人であった｡それ以降､軍事管理時期 (戦地政務)の終わ

りと観光の発展と共に､人口が逆流することになった｡

金門県の人口統計上の特徴は､常住人口と登録人口の乗離である｡実際に

金門に住んでいる常住人口は､金門の駐屯軍の影響で､統計によって得 られ

る登録人口と比べると､上回っている｡ しかし､近年の金門での駐屯軍の減

少と地区の発展制限と台湾本土-の就職の影響によって､統計によって得 ら

れる登録人口と実際に金門に住んでいる常住人口の帝離は小さくなってい

る｡

人口を年齢構造からみると､生産年齢人口比率 (15- 64)は 65.94%､

幼少人口と老年人口の比率は 34.06%であり､社会厚生にとって扶養の負担

がかかる高齢化が進みつつある｡

(2)就業人口構造

1996年の調査によると､金門県における就業人口構造は以下のようであ

る｡第一次産業は 26.4%､第二次産業は 18.7%､第三次産業は 54.9%で

あるO農漁牧畜業-の就業比率は高い｡就業人口の身分からみると､雇われ

る比率は 44.01%であり､その中で政府に雇われる比率は 27.31%である｡

したがって､就職機会は公務員や軍人をはじめ主に政府から提示される｡

金門における生産額実績で最も高いのは醸造業を代表 とする製造業であ

り､政府サービス業と商業を加えた部門が三大産業である｡農業の生産実績

は減少傾向にあり､農業人口も減少傾向にある｡

世帯所得について､公共 ･行政部門に就職 している世帯の所得が最も高く､

製造業と政府 ･個人サービス業が二番 目に高く､最も低いのは第一次産業部

門である｡
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この三つの方向から考えると､金門における就業特性を説明することがで

きる｡公共 ･行政部門は金門にとって重要かつ安定的な職業であり､従業人

口の割合が高く経済状況もよい｡製造業は少数産業であるが､最も影響力を

持つ産業であり所得も高い｡第一次産業就業者数と産業生産量はともに減っ

ている｡金門の第一次産業の就業比率は台湾本土の他の地域よりも高いが､

今後は低減 していくものと思われる｡

(3)消費面

2000年の個人所得総額は 16,032,987,637元､一世帯当たり914,394元で

あった｡2000年の金門地区の家庭の消費は 8,065,800,000元､平均的には

456,708元である｡その中には食料費と住居費が高く､それぞれは 19.26%

と34.40%であった｡

金門における食料への支出比率をみると､1999年と 2000年は減ってい

る｡食料費の支出比率 (ェンゲル係数)は 1990年の 41.88%から 2000年

の34.40%-減っている｡

(4)対外貿易

金門の対外貿易統計をみると､1999年に金門に輸入 した商品は食品､飲

物､タバコ､酒などが多い､そのほかは農工原料と紡績業､資本設備､木材

製晶などがある｡輸出については主に酒 と非金属鉱産品であり､金門県内の

駐屯軍の消費も輸出に分類されている｡1999年の黒字は 210万元である｡

輸入と輸出の変化からみると､物品と労務の輸出は 1989年の92.3%から

1999年の83.0%-低下している｡物品と労務の輸入は 1989年の 84.6%か

ら1999年の 81.4%-低下している｡輸出総額は 1989年の 8,692万元から

1999年の 22,752万元-2.6倍も成長 した｡平均的には毎年 11.5%で成長 し

てきた｡輸入の成長率は毎年 13.1%であった｡この資料からみると､金門

の対外貿易の依存度は高いことがわかる｡
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4 金門における産業分析

近年の金門における産業の状況からみると､第一次産業生産は減少 し､第

二次産業生産は増加 している｡第三次産業生産は 1996年まで増加 し､それ

以降は減少 している｡2000年の産業生産比率は､第一次産業は 3.18%､第

二次産業は44.22%､第三次産業は 52.66%となっている｡

(1)公的部門の政策により振興された農業

金門の作物の麦 と高梁は経済作物であり生長 している｡落花生､ジャガイ

モ､コーンなどの他の作物の作付け状況は減少 している｡野菜類の生産量と

面積は縮減 している｡1996年に､野菜類の農耕地面積は 169-クタール､

生産量は 2313 トンであったが､2000年に 58-クタール､生産量は 1025

トンとなった｡1996年 と比べると､面積は三分の二に減少 し､生産量も 56

%まで減少 した｡なお､就業構造からみると､非公式的に農業に従事する世

帯は 79.75%を占めた｡

金門では 1950年に農業試験所 と農会が設立された｡1951年に駐屯軍司

令官は高梁と酒の生産量を高めた｡1977年に台湾-輸出した高梁酒は総産

量の 70%を占めた｡金門の農業は島峡の特性 と政治的現実性のために､で

きる限り地元で生産 し､公的部門の保護 と支持を受けている｡沖縄の含蜜糖

が全量政府買い上げとなっていることに類似 している｡

金門の特産 ･高梁酒

-35-



(2)漁業の縮小と漁民の増加

2000年末､金門の漁業に従業する世帯は 614世帯､漁榛は 109世帯､水

産養殖は 478世帯､未経営は 27世帯となっている｡これをみると､水産養

殖を主にする産業構造がみられる｡金門の漁船状況は以下のようである｡無

動力漁船 85隻､動力漁船 49隻｡漁按に使われる10トン以下の無動力漁船

は 94%を占める｡ この資料を考えると､金門の漁樺は沿岸､近海で行われ

ているとみられる｡

経営方式からみると､独資は 574世帯であり､約 93.6%を占めている｡

その中に､兼業世帯は 530世帯､92.2%を占める｡非兼業 45世帯の中に高

齢漁業者は 57.8%を占めている｡ これをみると､金門における漁業者は兼

業であり､高齢化 していることがわかる｡その他､非販売漁業者は 218世

帯､35.5%を占める｡年間売上げが20万元以下は 333世帯､54.2%であり､

これをみると金門における漁業の利益は高くないことがわかる｡

金門の統計からみると､金門の軍事管理時期の終了と観光開放にもかかわ

らず､金門の漁業生産量は 1992年の 3,715トンから 2000年の 1,315トン

まで､2分の1以上も減っている｡漁業の生産環境の悪化 と台湾から輸入 した

魚産品と漁会制度の改革に関係あると思われる｡その一方､金門における漁

業に従事する人口は 1991年の 638人から2000年の 2,158人まで三倍ほど

成長 した｡

金門における漁業産業の減少と漁民の増加の間のアンバランスの原因は以

下のようであると思われる｡金門には見えざる漁業産品を提供するルー トが

存在 していることである｡その一方､台湾の魚産品の輸入開放 と中国との漁

場が衝突 していることで､金門の漁業産量が減少 し､金門漁業は養殖業に変

化していることを表 している｡ 後ほど検討する海上取引の存在も影響 してい

るように思われる｡

(3)酒類製造業と自足式牧畜業
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高梁酒の生産過程から生じる剰余物 (酒粕)は金門における牧畜業の餌 と

なっている｡これによって､飼養コス トは低くなる｡2000年末に金門にお

ける牧畜業は 319世帯､その中の 128世帯は養豚業であり､83世帯は牛乳

業と牛肉業､59世帯は養鶏業である｡近年は､口蹄疫の影響で台湾本土-

の輸出は禁止されているO市場が金門に制限されていることで､一部の生産

品は加工製品となり､一部は観光に対する土産品となっている｡

(4)観光と繋がっている食品製造業

1996年の統計からみると､工業に従事する人の比率は 25.4%､商業に従

事する人の比率は 74.6%､しかし生産額の比率は工業が 47.6%､商業サービ

ス業が 52.4%である｡平均的には､工業の平均生産性のほうが高いことがわ

かる｡1991年の調査と比べると､金融業､保険業､不動産業､運送業と過

信業の成長率が高くなっている｡工業部門の製造業生産額が最も高い｡1996

年の工業生産額は 33.40%であり､その中には食品製造業､非金属鉱業製造

業が主な産業であり､90%を占めている｡両方の産業総額の合計は 97.5%を

占めている｡

金門における食品製造業は主に高梁酒と貢糖であり､その中で高梁酒は金

門産品の中で最も有名である｡金門酒工場はもともと公営であり､1998年

以降公営民営合資となったが､経営権は金門県の手中にある｡

金門の醸造工場は購入価格保証を政策として､金門高梁､小麦､大麦など

を購入する｡2000年には金門県政府は ｢金門高梁と大､小麦契約実施要点｣

を実施 した｡購入保証価格は､高梁 26元/キロ､大麦 20.75元/キロ､小麦 31.75

元/キロである｡

金門の購入価格保証は農民の生活のために制定されていて､この政策の廃

除は非常に難しいとされている｡醸造工場の売り上げの収益は厚生政策の原

資として使われている｡購入価格保証政策は､間接的に金門県政府が自らの

政治利益のために行っているのである｡
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購入価格保証政策は金門の農業の役に立つ形で農業の継続的な生産に貢献

している｡高梁酒の生産過程から排出される剰余物 (酒粕)は金門における

牧畜業の飼養コス トを下げる｡高梁酒の黒字は金門の厚生政策に重要な経費

となり､容器の陶業も提携 して､金門の重要な産業群を形成 している｡ 金

門の高梁酒は主に台湾を市場として輸出してお り､2000年の酒工場の黒字

は39億元である｡

落花生で加工された貫糖業､砲弾で加工されて砲弾包丁､そばなど､観光

客を対象として産業界と公的部門の提携により､それぞれ金門の観光関連産

業を形成している｡

(5)観光発展の変化とサービス業

金門では工業の不振のもとで､大量の駐屯軍人と近年の観光関連産業の発

展に伴い､個人サービス業と運輸業と通信業が発達 している｡

金門は台湾本土と遠距離にあり､輸入される生産品のコス トは高くなる｡

軍人を対象として小規模のサービス業と特産専門店は､駐屯軍の減少 と観光

の低迷により､営業規模を拡大することはできない情況にある｡金門のサー

ビス業は市場の小規模性 と高い対外(台湾本土)依存度 とい う特性をもってい

る｡

近年､運輸業と倉庫業は高成長 している｡その原因は以下のようである｡

軍事管理の解除､携帯とインターネットの発達がある｡また､サービス業は

工業の不振のため､軍人に関する銀行業 しかない｡さらに､台湾 と中国大陸

との間の未公開のルー トにより成長 している｡

(6)安定的な公的部門

1999年の金門における公務員は 1,465人であり､安定的な職業である｡

公務員の所得は高くて､離島勤務により他の補助 (手当)がある｡公務員は

地元の人にとって良い就職機会である｡
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5 金門のインフォーマル経済の側面

(1)両岸関係と金門小貿易-小三通の出現

金門小貿易-小三通は､台湾と中国大陸の間の密輸行為 (海上取引)と大

陸小額貿易現象を含んでいる｡この問題は､台湾と大陸にまたがっている政

治情況から生まれた住民の合理的選択の結果でもある｡金門小貿易〒小三通

は金門の地理的位置と大陸と異なる政治的空間を有していることから生まれ

ている｡

近年､軍事管理時期を終えた金門は､中国製品の大量販売により金門の特

殊的な地理位置が再び注目されることになっている｡金門の小額貿易は一般

的に認知されている海上取引 (密輸または違法取引)とは違 う｡海上取引の

側面だけから観察すると､金門の地方社会と歴史変化を見失 う恐れがある｡

生活圏という観点から捉える必要がある｡

中国製晶の大量販売というのは､金門の市場需要を反映している｡海上取

引の頻繁さは地理的近接性による生活圏の中の取引とみることができる｡

金門小貿易というのは､国境をまたがった非公式な貿易ルー トであり､そ

れも台湾政府と中国政府の間に近代の歴史発展における金門の地方発展が含

まっている｡歴史発展の原因と結果と金門における近代歴史の変化と台湾政

府と中国政府の交流活動に遵って､金門小貿易をどう解読するか､単なる国

境をまたがった経済活動か､それとも台湾政府と中国政府の交流活動の結果

の反映であろうか｡

(2)金門小貿易による経済的影響

インフォーマル経済とフォーマル経済の間の関係は､いろいろな経済構造

と社会構造によりそれぞれに相応 しい意義をみだすことができる｡金門/ト貿

易は金門の地方産業に対して､どんな影響を与えるか｡大陸製品の違法な海
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上取引と販売により､金門の地方産業に対 して､どんな影響を与えるか｡

インフォーマル経済に関する研究からみると､インフォーマル経済はもは

や貧しい国での就職機会ではない｡一般の人もその中に就職のチャンスをみ

つけることが出来る｡金門小貿易は､金門の社会構造の中でどんな特殊性と

意味を持っているのか｡フォーマル経済とインフォーマル経済の分析は国家

の制度と政策から得られる｡だが､国境をまたがっている複雑なインフォー

マル経済は､まったく違 う政治制度の政策を含めている｡特に台湾政府と中

国政府の間の政治状態から生まれた金門の小貿易は､軍事管理時期と非軍事

管理時期を経て､中央政府は金門におけるこのような国境をまたがっている

インフォーマル経済を黙認 している｡金門 ･馬祖地域のインフォーマル漁業

の流通現象は､台湾と中国の漁業環境と漁業産品の値段の差から､中国の低

い漁業コス トの優勢から説明できる｡

(3)金門地区の公的部門

金門の公的部門は金門県観光局､金門県政府警察局と警察隊､海巡署､漁

会理事が金門′ト貿易に関わっているo金門の違法な海上取引は､国家を分裂

する違法行為として治安の維持から対応 している｡

台湾では､戒厳前の官僚体制は中国の伝統と歴史､日本の植民地政策､及

び台湾の権威体制などにより影響される｡特に国民党の国家主義を基にして

台湾を発展させることを使命 としている｡ したがって､台湾の官僚体制はい

くつの特性を持っている｡権威体制､地方自治の弱さ､経済発展を目的とし

た技術の対外依存などである｡

中央と地方の関係は､地方政府はある程度の自治権を持っているが､それ

は国家の法律により承認されるから､国家の統治権によりコン トロールされ

ている｡

行政制度の構造では､地方の税収政策は中央により制限されているから､

税収は少なくなる｡そのため､地方の税収政策と税収は中央によりコン トロ
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-ルされ配分交付される｡

政府の政策を決定する権利は特定の地域と部門に集中している｡行政長官

が権利を握っている｡選挙によりされた議員は単なる飾 りに過ぎない0

(4)金門小貿易の経緯と現状

金門における中国製品の大量販売の現象をみて､｢密輸｣､｢小三通｣､｢小

額貿易｣などの言葉で表現するが､台湾政府 と中国政府が分裂してから､制

度の差異と協商の不足により､国境をまたがる特殊な貿易と運輸がどうして

発生する原因がわかる｡2001年1月に ｢試弁金門馬祖輿大陸地区通航実施弁

法｣が実施されたことで､金門､馬祖､潜湖などの島峡部と中国福建省沿海

で､制限された商品の貿易行為ができるようになった｡ しかし､金門の市揚

では､まだ多くの統計上把握されていない中国製晶が販売されている｡これ

で金門の市場に流通 している中国製品は､非公式ルー トから輸入されている

ことが分かる｡

金門小貿易は､金門空間における非公式ルー トにより発生した貿易行為を

指すが､麻薬､銃刀類､武器などの密輸とは違って､金門小貿易の物品はほ

とんどが農水産物､食品､民生需要晶などである｡

今日､小三通という制度的に認められた公式の通商ルー トがありながら､

海上取引が減らない原因として以下のようなことが考えられる｡

①通信ネットの進歩

②大きな直接的利益

③安い価格と商品取得の容易さ

④海防の管制と政策の実施力の弱さ

⑤中国政府の消極的な対応態度と積極的な吹聴態度

(5)金門小貿易が発生する経緯

金門における市場に､大陸製品の大量販売は秘密ではなく､堂々と行われ
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ている｡新鮮な野菜から水産物､お茶､加工食品､大陸の酒､服､家具まで､

ほとんどは金門住民の民生需要品と観光客の土産商品になっている｡

文献からみると､金門は采､元 (1190･1560)前から､一部の食糧 と日常

生活用品は中国大陸の同安と虞門から輸入 していた｡当時の主な商業活動は

第一次産業の農産品に関する貿易であった｡ここに金門と隣接の福建地区と

の間の直接交易の淵源をみることができる｡

明清時期 (1560･1911)に至っても､金門と中国の福建 と台湾の間に公式

･非公式の貿易ルー トがまだ存在 していた｡ 日清戦争以降､台湾は日本の植

民地となり､日本が主導する密輸は存在 した｡その目的は台湾で生産 した日

本製品を中国に販売し､白銀を手に入れるためであった｡さらに､日本政府

は密輸行為に対 し武装保護 と庇 うなどの手段をとったため､この時期､福建

沿海の密輸状況はピークとなった｡

近代の台湾政府 と中国政府 との関係により､金門と中国福建との経済交流

は中断され､金門の物資資源は台湾本土から提供されることになった｡同時

に､地縁政治と冷戦により､台湾と中国の商品交換体制がなくなった｡代わ

りに､台湾の自足な農業生産とアメリカと日本からの商品輸入と､金門の地

元生産と台湾からの輸入を展開した｡敵対的な関係の下で､台湾 と中国の直

接的な交流活動は､政治的な破壊意識を持っているとみなされ､スパイとい

われた｡ したがって､台湾と中国の敵対な関係の下で､両岸の交流は軍事上

の工作活動 とみなされた｡

戦地政務が解除された後､台湾海峡における台湾と中国の間に存在する非

公式ルー トと金門における中国商品の販売活動が行われるようになった｡

(6)台湾海峡における密輸と小三通

まず､中国政府の沿海の小額貿易港政策による開放があった｡中国政府は､

ことあるごとに三不通政策の解除を求めていた｡この政策は､積極的な台湾

-の働きかけであった｡
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台湾 と中国は1970- 80年代の冷戦時期を経て､それぞれの経済政策を展

開してきた｡中国東南沿海地区は経済特別地区 (特区) と指定 してから､非

常に発展 した｡台湾は戒厳解除後に中国に住んでいる親族の訪問と観光を開

放 した｡これは今までの状況を変えていくことと､間接的な交流が始まるき

っかけとなった｡しかし､直接的と公式な交流は許 されていないのである｡90

年代になってから､台湾の民間企業はすごい勢いで中国に投資 し､台湾 と中

国の間接の旅行 と商品の貿易もますます成長 していく､これに並行 して､台

湾 と中国の漁民の交流も始まった｡

近年に中国の台湾に対する港の解放 と直接三通の要求の中に､両岸漁民の

交流状況がみられる｡台湾が中国観光政策を実施する前に､中国東南沿海の

中国放送局と海上救難センターを台湾の船舶に対 して開放 し､同時に遭難 し

た船舶に対する救援活動を採った｡1984年から 1985年までに､台湾 と中

国の公式 と非公式の小額貿易規模は大規模になった｡単なる福建省における

貿易金額は2億5五千万 ドルまでに成長 した｡それはほとんどが電気製品に関

する現金貿易であった｡

福建省政府は台湾を中国の一部 と認識 し､国際貿易の関税などをすべて免

除している｡また､福建省政府は公的部門に対 し､対台湾貿易の責任額を制

定し､政府 自身も商人として台湾 と貿易する形をとっている｡だから ｢政府

が主導する密輸｣とい う言葉が出現 しているのである｡調査に訪れた福建省

平譜県の知事は､台湾 との海上取引とい う密貿易は黙認せざるを得ないと話

していた｡

1988年に､福建省は ｢小額貿易法｣を施行 し､中国側は度門で台湾船

舶の泊港を建設する｡1992年に､福建省は ｢両門 (金門､虞門)対開､両

局 (馬尾港､馬祖)先行｣ とい う小三通政策を提出した｡同年5月､｢対台

貿易市場｣を設置 し､貿易金額は5万 ドルまでに拡大 した (他の市場では5千

ドルまで)｡

1993年9月､中国の対外貿易経済合作部 と税関署は ｢台湾地区との小額貿
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易に関する管理法則｣とい う政策を通過 させ､1994年に ｢両岸民間小額貿

易に関する仮条例｣を実施する｡福建､広東､江蘇､上海､山東など東海沿

海港を指定 し､そこで台湾住民と中国対台小額貿易会社の貿易を行 う｡ しか

し､この法律は百 トン以下の台湾船舶だけに適応する｡ただし､商品や船舶

などにひとつの中国に違反するマークは一切付けることはできない｡その他､

中国政府は小額貿易を ｢非官方的な直接貿易 と経済交流､両岸の間接貿易を

埋め償 う｣ものと定義 している｡

1994年7月15日､福建省は ｢福建省台湾船舶寝泊まり法｣を実施 し､その

内容は台湾船舶が指定された福建省の港に泊まることを認めている｡

1996年に､中国政府は金門との最短距離が 2000mである慶門に小額貿

易専門地区を設けた｡それは中国における唯一の対台小額商品販売市場であ

り､以下の優遇政策がとられ専用港も設置されている｡ しかし､台湾船舶 と

商品はすべて税関が監視 している｡

(優遇政策)

-､規定される六つの種類の台湾商品 (糧油､畜産類､織物､工芸品､

軽工業製品､医療品)は関税が免除され､購入者は- 日当た り人民

幣千元以内の商品を買 うと免税になる｡

二､市場に投資する投資企業は､企業所得税 15%である｡市場内の加

工企業は ｢二免三減｣とい う優遇政策がある｡三年 目から五年 目ま

で納付 した所得税を全部返還する｡六年 目から十年 目まで納付 した

所得税は半分まで返還する｡

三､三百万以上投資した企業は､営業の日から､納付 した営業税 と増値

税は､企業の営業状況により､一地方政府は適当に変換することがで

きる｡

四､台湾-輸出した大陸製品は､市場販売を通 じて､運輸 と手続きの簡

略化は可能になる｡

文献資料によると､密輸は三つの時期に分けることができる｡
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① 1980･1981年｡ この時期には､台湾政府 と中国政府はまだ介入 して

いない､主な貿易方式は物々交換である｡

② 198211985年｡中国政府の介入が始まる､統戦部門と地方政府は手

を組んで､対台貿易会社を設立する｡台湾から輸入 した商品は腕時

計､計算機､サングラス､シャツなどである｡台湾-輸出した商品

は魚産物､野菜､漢方薬などである｡この時期に貿易金額は約 2.7

億 ド ル｡

③ 1986-1995年｡福建省 と中国国務院が実施 した小額貿易法により､

制限された貿易内容と貿易方式が判明した｡台湾と中国の経済発展

状況により､貿易商晶も変えていく｡例えば､台湾から輸出する商

品はバイク､バイクの部品､テ レビ､プラスチックの原料など｡台

湾-輸入する商品はうなぎ､酒類､蛇類､手作 りなどである｡

金門小貿易が出現することにより､台湾-の中国農畜産晶の輸出だけでな

く､台湾商人が中国沿海に投資することにより､生産するための原料と設備

を中国-輸入することも実現 したO-部の製品の密輸で､中国に衝撃的な損

害を与えることもある｡例えば､うなぎを密輸することにより､中国では毎

年2億元の外来収入がなくなり､中国の うなぎ養殖業の成長もできなくなっ

た｡

その他､両岸の統計資料によると､台湾海峡で行われた非公式貿易規模を

みることができる｡中国政府の統計によると､1994年中だけで両岸の直接

貿易は一億 ドルを越えたOその中には金門との貿易は半分以上を占め､内容

は農林水産物､織物､原料､漢方薬と酒であった｡台湾と中国の違法貿易は､

1989年は8千万 ドル､1998年は1億3千万 ドル､1991年は3億5百万 ドル､1992

年は2億 ドルにのぼっている｡

1978から1999年までの間に台湾における密輸犯の逮捕に関する事件は､

最高記録は 1978年の 13,957件､1993年の 1,337,901千元である｡税関で

逮捕する事件の比率は約 8割 ～ 9割であり､治安部門で逮捕する事件の比
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率と比べてはるかに多い｡農水産品の密輸は殆どが中国地区からのものであ

った｡

中国公式統計によると､両岸小額貿易の金額は､台湾から中国-の輸入金

額に比べると､中国から台湾-輸出するほうが多く､10倍以上である｡中国

における小額貿易の輸入金額が台湾-の総輸出金額に占める割合は､1989

年の 12.92%から1993年の 0.62%に低下した｡その原因は中国から台湾-

輸出する金額がすごい勢いで増加 したためである｡

公式取引と非公式取引について一つ注意すべきことがある｡取 り締まられ

た密輸の数量は､実際に存在する密輸による数量より必ず少ないのである｡

中国の合法小貿易の統計資料には違法小額貿易が含まれていないため､実際

の数量と金額は必ず公式の数字より大きい｡中国の対台湾の小額貿易を開放

することによって､非公式の物品の交換 と貿易が大きくなったが､正確な数

値は把握できていない｡漁船を手段 とした交易ルー トは台湾にとっては密輸

である｡台湾漁船が台湾産の電化製品を大陸に運び､帰 りに魚介類を買って

帰るというパターンが定着 しているとい う｡中国側では合法′J､貿易以外の小

額貿易の密輸に対する有効的な手段は打てない情況にある｡

(7)金門における漁業資源枯渇と海上作業 リスク

長期にわたり､金門 ･馬祖の沿海海域では､中国漁民の違法操業により漁

業資源は枯渇 し､地元漁民が捕 らえる魚類は少なくなった｡ したがって､金

門の住民の食料水産物はほとんど中国から購入 している｡両岸の水産物の取

引は常態化 し､一般化 している｡これで金門の漁業環境の危機をみることが

できるO

金門と大陸の漁場が重なるため､中国漁民は台湾の領海を越えているが､

金門海防の警戒心が緩むなどの原因により金門の漁民の漁場が消えることに

なった｡国防部 (防衛庁)の統計資料によると､1993年から 1998年まで

の5年間に､離島で駆逐された大陸の漁船の越境回数は 542,642回であり､
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金門地区に発生した事件数は 74.36%を占めていた｡1993年から 1998年9

月までに､金門の領海で駆逐されて中国漁船の件数は 25,262回､離島総数

の 91.65%を占めた｡漁場が重なることで トラブルの発生する可能性 と作莱

のリスクは高くなっている｡また､中国漁民からの組織的な競争行為と威嚇

が存在していることも事実である｡

(8)偽装的な漁業生産と海上取引

早期の台湾漁民と中国漁民の海上取引の内容は､主に腕時計､計算機 と小

商品であった｡台湾商人が中国に投資した後､ビンローや歯磨きや金門高梁

酒など日常生活品は､小貿易による中国-の重要な輸出商晶であった｡近年､

化学繊維やパソコン部品なども中国-輸出している｡農業委員会が 1995年

3月に公表した統計によると､中国から台湾-輸出した水産物の数量は､台

湾沿海で水揚げした数量の65%を占めていた｡

｢対岸 (中国)からの 『反共魚蝦』が販売されていることはもう秘密では

ない｡金門の漁民は660人がいますが､｢作業している人｣は百人以下です｡

本当に魚や蝦の漁をする漁船は 5､6隻だけ｡｣という証言がある｡｢初めは

ライターを持って漁をするに行ったが､今は新台幣をもって魚を買いに行

く｡｣､｢漁民が買ったものは水産物を初めに､農産物､手作 り､牛羊馬など

まで買ってくる｡｣､｢地元の漁民は魚を捕 らなくなった｡｣といった流言を

聞いた｡

魚の取引形式は二つに分けることができる｡一つは公海で中国漁民から買

うことである｡もう一つは直接金門の漁船を使って虜門で購入することであ

る｡地元の考え方からすると､このような非公式の取引方式は金門の漁民に

とって､もう一つの産業振興の機会となる｡戒厳解除後､漁民の中には中国

の水産物を密輸することを職業とする者が出現した｡今の金門では､魚の漁

をする漁民が存在 していない､代わりに､非公式的な取引から生活費を得る

ことで生活する｡伝統的な漁業活動は消えていく恐れが金門 ･馬祖にはある｡
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金門における漁業生産量はすばやいスピー ドで減少している｡その一方､

漁民証を持っている漁民はますます増加 している｡これは間接的に金門の非

公式の漁業と海上取引は非常に大きな利益があることから､金門の漁民が増

えていることを示している｡

政策により､台湾と中国の貿易は第三国経由をしなければならないため､

コス トと経済的な利益など不利な状況が出現する｡ したがって､民間の運輸

会社にも非公式の直通の運輸ルー トも始まった｡それだけでなく､台湾の漁

船業者たちは船員として中国大陸の作業人を雇 うことが多い｡この点をみれ

ば､非公式の闇ルー トながら､台湾と中国の接触はとても自由になり頻繁に

なっていることがわかる｡生活圏としてみたときの個人レベルと政治的にみ

た国レベルの非整合性の側面が台湾海峡においてみることができるのであ

る｡

6 政治的緊張の中の経済的自由活動

(1)軍事管理解除による利益と自由移動

戦地政務解除政策を実施 して以降､金門の社会は厳密的な監視と封鎖から

解放された｡このことによって両岸の経済交流が正面切って頻繁になった｡

戦地政務解除によって中台の敵対的な意識は消滅 していき､直接交流の機運

が高まった｡ しかし､小三通が開始されるまでは､台湾と中国の間の直接取

引は違法であったから､金門の住民は中国に行くためは､必ず第三国を経由

しなければならなかった｡金門と虜門の距離は長くないという地縁特性を持

っていることから､戦地政務が終わった後､違法手段を使って金門と度門の

間を往来する現象が出現したのであった｡

金門と馬祖の警察局の統計によると､1995年から 1998年までに違法手

段で入出国した直航件数は 104件､239人であった｡非公式の少額貿易活動
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が活発になることで､人の移動 と取引の機会と需要が増えることがみえる｡

2001年の ｢試弁金門馬祖輿大陸地区通航実施弁法｣の実施は､このような実

態を追認する政策のようにみえる｡

小三通の始まった 2001年1月から2002年11月までにの間､台湾 ･金門か

ら慶門-の往来延べ人数は 32,667人 となり､中国側慶門から金門-の延べ

人数は 1,992人であった｡一般的にい うと､金門と度門の往来状況は正常化

しつつあるといえる｡

就航の回数について､2001年 1月から 2002年11月までに､台湾側の金

門と度門の間に往来する船舶は 339回数であり､貨物船は 55回で総回数の

中に 16%を占めた｡客船が太宗を占めている｡2002年1月から､平均的に

毎月一回以上､金門と慶門を連絡する貨物船が運航 している｡

人の輸送以外には､貨物の運輸も活発 している｡中国側には､金門と虜門

を運行する就航の回数は 129回であり､その中に砂石を運輸する船舶は 85

隻､貨物船は 1隻､客船は 43隻である｡2001年の金門の税関の資料による

と､輸入は 14,959,409元､輸出は 2,141,311元であり､金門と福建の貿易

は入超 12,818,098元である｡

金門と虞門の直航に関する統計によると､両方の貿易状況は非対称僅をも

っている｡両国の政策により､いろいろな制限と影響があるため､隠されて

いる真実の需要と状況がみられない｡ しかし､今までの統計によると､台湾

側にとっても中国側にとっても金門と度門の直航は重要な運行ルー トである

ことに間違いはない｡

(2)中国東南沿海地域における輸出

経済特別地区 (特区)政策による開放により､中国東南沿海地域で農水産

物と日常生活需要品は大量に生産された｡近年の中国沿海地域の開発 と成長

によって､台湾における伝統産業は中国に移転することができた｡中国の優

遇政策と安価な労働力によって中国で生産される生産品には比較優位をもつ
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ことができた｡その他､非公式のルー トで金門に輸出することによって､中

国の沿海地域の大量生産による余剰物のはけ口がみつかったのである0

金門の隣の中国福建省を例としてみると､面積 25万平方キロメー トルの

地帯で､発展スピー ドが速 く､都市密度が高く､対外関係が開放 していて､

対外の交通手段は便利であるなどの特性を持っている｡福建省における産業

構造を全体的にみると､農業生産については高度な商業化に変化 している｡

製造業については､繊維製品や非金属物製品や他の製造業､化学繊維､金属

加工など､非常によい発展性を持つ産業が集積 している｡

2001年に金門が主導する福建商業展覧会で､中国で生産 した日常生活用

品の安い値段や高い品質が注目されていた｡だからこそ､金門-の深刻な密

輸状況が生 じた｡1995年から 1998年までに､金門 ･馬祖地区の警察局の

統計によると､取 り締まられた密輸 した中国農水産物の事件数は 379件､564

人､重量 12トン以上､価値は5千万 ドル以上であった｡
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-50-

金門の風獅爺



(3)インフォーマルな海上取引

大陸の漁船は満潮や退潮のときに直接､堤防までやってきて､金門住民は

直接堤防で購入する｡ これはほとんど深夜にやってくる｡また､台湾の物品

は空輸や海運を利用 して金門まで輸送 し､そして金門地区の漁船を利用 して

大陸まで運び､あるいは途中で大陸漁船に渡す､いわゆる海上取引を行 う｡

以上の説明から､以下のことを知ることができる｡まず､大陸商品は金門

-輸出する｡これは､金門海岸線の出入の容易さを示 している｡台湾の物品

は間接的にあるいはコンテナでの運送方式で大陸-輸出する｡間接の運送 と

コンテナでの運送は金門海域で行われる取引が盛んな状況を示 している｡警

備を強化しても､金門で提供される大陸商品は消えることがないとい う｡

(4)台湾と福建省の商品流通

金門県警察局が取 り締まった密輸 したものから､金門に侵入 した大陸商品

の種類は多様化であることが分かった｡民生物質から観光商品にいたるまで､

全部揃っている.一部の商品は金門の特産品の生産に役立ったが､民生需要

晶に関する商品の方が多い｡一方､金門から直接 ･間接に大陸-輸出された

商品は電子部晶､電気製品､携帯電話､布､レインコー ト､飲み物､シャン

プー､魚類､金門貢糖などがあり､主な取引方式は金門を経由る間接の遵送

やコンテナでの運送である｡

統計資料によると､台湾商人が投資 している三番 目に盛んな地域は福建省

地域であり､原料はほとんど台湾から輸入する｡金門で取 り締まられた台湾

商品は､大陸福建省地域で電子産業 と養殖業に投資する台湾商人が金門小貿

易のルー トを利用し原料を輸入 している｡これは両岸の第三国経由で発生す

るコス トを避けるためである｡あるいは金門小貿易のルー トを利用 して､大

陸の福建省地域にいる台湾商人の消費市場を提供するためである｡

そのほか､大陸の福建省地域の小額貿易商品区で､たくさんの金門の貢糖

や台湾の特産品が販売されているo Lかし公式の統計資料によると､金門か
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ら慶門-輸出する商品は登記されていない｡このことは､金門の貢糖も非公

式ルー トで輸送されていることが理解できる｡

金門地域で輸入する大陸商品は､観光消費､民生物資消費と原料加工生産

などに充てられる｡両方の原料 と商品の貿易状況を見ると､お互いに緊密な

関係が存在 していることがわかる｡

(5)小額貿易の種類

中国の対台湾小額貿易の種類は､多くは水産物の取引であり､次いで多い

のは農産品である｡大陸の統計では､1990- 1992年の 3年間で､水産物

の貿易金額は全部の小貿易の量の 80%を占めている｡農産品とその他の貿

易金額は20%を占めるにすぎない｡

大陸の福建省地域の需要に応 じて､金門と馬祖から大陸まで運送 した物品

がある｡例えば､電子部晶や携帯などの通信製品､および車両やバイクの部

品､エンジンなど値段と関税が高い商品である｡それは金門小貿易により､

金門の日常生活需要品を提供するだけでなく､台湾と中国東南部が非公式的

な貿易関係で繋がっていることの証左である｡

(6)ますます多様化し増加するインフォーマル取引

大陸の統計によると､近年､大陸から台湾-輸出した合法的な小額貿易量

はますます増大する傾向にあるとい う｡台湾から大陸-輸出した量は安定的

で推移している｡台湾で取 り締まられた密輸の状況から見ると､海防部門の

政策の実施状況は政府の政策の状況 とともに変化 している｡密輸 されたもの

には､大陸の産品を除くタイや東南アジアから輸入 したものもあるという｡

金門警察局の統計資料によると､取 り締まられた密輸の次数は 1993年の

27件から2001年の2,701件までに増加 し100倍の増加を示 した｡

金門県衛生局の統計資料によると､市場に販売されている密輸 した大陸産

品は23種類､400余項 目がある｡ これ らは地域民生需要品だけでなく､安価
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で観光客にとっても需要されている｡金門警察局の統計によると､1995年

から1999年までの間､取 り締まられた密輸品､大陸農水産品に関しては 364

件､479人､市価は約 5,000万元にのぼる｡ 毎年､両岸の間に行われた小貿

易の貿易額は､平均で約十数億元に達 しているとい う｡

(7)健康､治安と防疫に対する影響

金門小貿易は商品の種類 と供給に役立つものの､検疫から逃れた貨物は金

門の食品衛生と健康と治安にとって悪い影響を与えたo一般的な市場で販売

している30種類の食品の中で 22種類の食品は不合格であり､不合格率は 73

%である｡そのほとんどは大陸で生産された食品であった｡そのほか､偽物

や質の劣った産品の輸入も社会的な問題 となっっている｡

1993年から 1999年まで､金門県警察局によって発見された大陸からの

密入国者は 61名お り､2000年に 190名､2001年に 323名､社会治安にと

って､非常に悪い影響を与えた｡そのほか､2000年から 2002年まで､金

門地区では台湾-輸送する麻薬が取 り締まられたことがある｡金門において

犯罪のルー トが存在 している可能性が確認 されている｡ さらに､大陸は口蹄

疫国であり､未検疫の肉を金門-輸入することになったら､金門の牧畜業に

とっても､民生の飲食の衛生面にとっても､台湾と金門の家畜防疫システム

にとっても､間違いなく重大な損害が発生する｡

(8)非公式の輸入品が氾濫する金門

日常生活で金門住民が消費している食品のほとんどは大陸で生産された商

品であることが明確である｡金門に来て大陸商品を買うというのは､金門の

旅行会社が打ち出した観光戦略である｡金門小貿易のルー トを利用 し､金門

-輸入される大陸商品は､どこで販売され､誰が売 り､誰が輸入 し､またど

のような方法で輸入するのか｡

大陸商品は大金門の金門城鎮の東門市場､金湖鎮市場､金沙鎮市場 と各観
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光地などで公然と販売されている｡そのほか､普通の村落における住宅地区

の売店でも公然とではないが販売されている｡

露天市場や屋台で販売されている大陸商品は､主に加工製品､農産品など

がある｡たとえば､バター､落花生､普耳茶､季節の果物､椎茸､雑貨､酒､

などがある｡金門において流通 している大陸商品には､各種類の酒､タバコ､

漢方薬､仏像､豚肉､羊肉､牛肉､中国の山水画､陶芸製品､服､水産物､

野菜､農産品などがある｡

大金門金城鎮の光市場 と市内は､大陸商品を販売する主な地域である｡25

軒が存在 している｡観光客を対象として販売する商品は大陸の季節の果物､

落花生､酒､椎茸､タバコなどである｡地元の住民を対象 として販売する商

品は日常生活需要品､海鮮､服､靴などがある｡その中には､東門市場の向

こうの光路の商店数が最も多いのである｡18軒が存在 している｡

大金門金湖鎮新市里における商業地帯における 19軒の商店は大陸商品を

販売している｡主に落花生､飴などの加工食品と海鮮である｡ほかの店は大

陸の季節の果物､農産品､靴､服などを販売している｡注意すべきことは､

大陸商品を販売 している店は金門の特産品も販売していることである｡たと

えば､貢糖､高梁酒､陶芸製品などがある｡それらを販売 している商店は主

に観光客を対象として商売をしている｡露天市場に野菜と魚を販売する屋台

にも大陸商品を販売している｡

大金門金沙鎮新市里で公開的に大陸商品を販売する商店は6軒あり､主に

落花生､椎茸と加工食品､服を､観光客や地元の住民を対象として商売をし

ている｡

小金門烈喚郷の湖井頭には､季節の果物や落花生などの加工食品を販売 し

ている屋台は2軒存在する｡ほかには､上林将軍の前広場には 12軒の屋台

がある｡主な商品は大陸加工食品や季節の果物やタバコ､酒､椎茸などであ

る｡対象はほとんどが観光客である｡ほかの東南市場には3軒の屋台があり､

大陸の加工食品を販売している｡
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