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序章 課題と視角 

 
本論文は 1910－1950 年代に中国東北地域で展開された農業政策、そして農法・農具の改

良を中心とする農業技術に焦点を当て、農業生産の発展を検証する。検証を通して明らか

にする課題は、以下の 4 点である。 

 

１．論文の課題 

 

第一の課題は、1910 年代以来の東北地域における畑作技術の進展とその歴史的背景を明

らかにすることである。 

 

第二の課題は、1910 年代以来の東北地域における稲作技術の進展とその歴史的背景を明

らかにすることである。 

 

第三の課題は、畑作技術と稲作技術の発展過程の間に存在した差異を明らかにし、その

差異が生じた原因を解明することである。 

 

第四の課題は、1940－1950 年代の東北地域における農具改良運動に焦点を当て、1940－

1945 年に「満洲国」政府が主導した「北海道農法」の導入及び 1949－1958 年に共産党が主

導したソ連式の新農具普及運動が失敗した原因を明らかにすることである。 

 

すなわち、本論文の検討課題は東北農業の発展について、農業技術の導入・改良、「満洲

国」政府と共産党の農業政策といった側面から実証的に検証することである。第一の課題

については第一－三章で、第二の課題については第四章で、第三の課題については本論文

全体を通して、そして第四の課題については第二章と第三章で取り扱う。以下では、まず

東北地域における農業史を概観し、その特徴を確認する。続いて、本論文の分析課題を改

めて確認し、そうした課題を設定した背景について研究史との関わりで説明する。 

 

２．東北農業発展の概観 

1910 年代以降、世界市場への大豆輸出の増大を背景に、東北農業は大豆生産を主軸にし

て発展し、1930 年まで農業生産は全般的な拡大を遂げた1。すなわち、大豆の世界市場への

輸出が外来要因となって、東北農業を支えていたのである。この間、東北農業は、関内移

民2の流入により農業労働力が増加し、彼らによって開墾された耕地面積が拡大していった。

                                                        
1 塚瀬進（1992）、43 頁。 
2 関内とは、中国山海関以南の地方、習慣上は主に山東、河北、河南三省を指す。 
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関内地域からの移民は農法･農具といった農業技術を東北地域に持ち込み、特に畑作の拡大

はこれによって支えられていた。こうした中国国内に関わる要因と世界市場の広がりとが

相まって、大豆をはじめとする農産物の生産量は増大していた。 

1931 年に「満洲国」が成立するにともなって、東北地域の農業は大きく変貌した。世界

市場の不況と中国関内市場の喪失によって東北大豆に対する需要が激減し、大豆生産は減

少を余儀なくされた。しかし、この間、大豆生産の不振とは対照的に、水稲、玉蜀黍とい

った穀物作物の生産高は伸びていた。「満洲国」政府は東北地域で農法の改良により農業生

産力を向上させる試みを行った。化学肥料については、1933 年に大連で満洲化学工業株式

会社が設立され、1935 年から硫安の生産が本格的に開始された。また、「満洲国」政府は満

洲国国立農事試験場（以下、農事試験場）の規模を拡大し、農事試験場に主導された良種

普及事業も進展していた。そして「満洲国」政府は農具の改良に着手し、「農業開拓団」の

農家を中心として、「北海道農法」を東北地域に導入した。 

日中戦争が終結した後も、東北地域では共産党と国民党の間で激しい内戦が続いたが、

1948 年末までに共産党が東北全域を占領した。東北地域は最大の解放区として、共産党の

戦力を動員する中心的な地方となった。このため、共産党は東北地域の農業生産をいち早

く回復させるため、1948 年末から農業増産政策を実施した。そしてこのような農業増産政

策は 1950 年代初頭の東北人民政府に継承された。 

1950年以降、中国本土の政権は基本的に共産党に掌握され、中国の国民経済は回復期に

入った。東北地域においては「土地改革」の遂行によって、農民、特に貧農階層に耕地が

配分された。しかし、「満洲国」時代に残された農業生産の特徴、すなわち、農業従業人口

の減少、化学肥料の不足、優良品種普及率の低さといった農業生産に対する大きな制約は

そのまま東北地域に残されていた。このような状況を前にして、中国共産党は短時間の内

に農業生産を回復するため、農法・農具の改良を通じて、労働力の節約と農業生産力を向

上させ、食糧の増産を実現しようとした。 

 

３．東北農業における稲作の独自性 

東北農業を考える場合、稲作については、独自の考察を加える必要がある。何故なら東

北における稲作は導入の経緯という点でも耕作方法という点でも他の作物と大きく異なる

特徴を持っていたからである。周知のように、中国の農業生産には「南稲北麦」という特

徴があった。すなわち、伝統的に秦嶺・淮河線以北の地域は主に麦、粟等の畑作を行い、

以南の地域では主に稲作を行っていた3。しかし、20 世紀に入ると、東北地域は秦嶺・淮河

線以北においては唯一の稲作地帯4として、「南稲北麦」という伝統的な特徴を打破する存在

                                                        
3 穆冰(1993)、32 頁。 
4 『中国統計年鑑』（2012 年版）によると、2011 年における遼寧省、吉林省、黒龍江省の 3
省の米生産量は 3190.7 万トンで、河南省、山東省、河北省、天津市、北京市、山西省、内

モンゴルの 7 省（市）の米生産量は 728.0 万トンであった。前者の生産高は後者のそれの約

4.4 倍であった。 
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となった。それは、朝鮮人移民と日本人移民の移住によって持ち込まれた稲作技術が、東

北地域に定着した結果であった。 

ところで東北の稲作を畑作と区別して検討する際には以下の三点について注目する必要

がある。第一に、東北の稲作技術は朝鮮人移民によって導入され、中国関内地域の伝統的

な畑作農業技術とは異なる技術であった。第二に、稲作技術の進展については、1920 年代

になると、朝鮮人が導入した稲作技術に対して、新たに日本人が品種改良をはじめとする

稲作技術の改善を加え、生産の向上を促進した。第三に、東北稲作の歴史は朝鮮人・日本

人の東北地域に対する移民、そして朝鮮族と漢族の民族融和に深く関わっており、東北各

政権の政策は農業政策のみならず、移民政策の面でも東北の稲作に大きな影響を与えてい

た。 

稲作をめぐる朝鮮人移民、日本人移民そして新中国になってからの漢族並びに朝鮮族農

民の複雑な関係については、それぞれすでに知られているが、その全体的な関係と流れに

ついては意外なほどに説明されてこなかった。本論文ではこの点についても具体的に事実

を検証してみることにする。 

東北地域における稲作の歴史を遡ると、朝鮮人移民5は 19 世紀末期から東北地域に移住し、

遼寧省を中心とする南満地方で朝鮮半島から持ち込んだ水稲品種を朝鮮在来の稲作農法で

栽培していた6。1920 年代になると、日本政府は中国東北部における水田開発に強い関心を

寄せ始めた。租借地であった関東州において、日本政府は日本農場の水田経営を促進する

ために大規模な農業調査を行い、水田経営を東北全域へ拡大するための農業投資と農業試

験を支援した7。このように、1920 年代初頭から日本政府は東北地域での稲作経営に取り組

み始めた。 

「満洲国」成立以後、日本農林省は国内米価の下落に直面し、一時的に東北地域の米穀

生産を制限しようとした8。しかし、1941 年の太平洋戦争の勃発により日本国内の食糧需給

が逼迫するとともに、食糧増産は再び「満洲国」の最重要課題の一つとなり、「満洲国」産

米穀に対する制限政策は必然的に破棄された。そして東北では、水稲品種の改良が進み、

化学肥料の使用が開始されて、新たな発展が見られることになった。 

1950 年代初頭に共産党が稲作の拡大を促進した。共産党は稲作の労働力を確保するため、

民族的な融和政策を実施し、漢族農民に朝鮮族が持っていた稲作技術を習得させた。そし

て共産党は稲作の農業資材については、最優先の配給政策として取り組み、稲作農法の改

良についても、積極的に行っていた。 

 

 
                                                        
5 1949 年以後、共産党の民族政策によって、東北地域に在住した朝鮮人移民は中華民族の

１つとなり、朝鮮族になった。 
6 朴敬玉（2008）、70－72 頁。 
7 江夏由樹（2007）、178－180 頁。 
8 大豆生田稔（1986）、376 頁。 
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4．先行研究 

東北農業の発展については多くの先行研究があり、特に小作関係（一部は朝鮮人移民、

日本人移民）については分厚い研究蓄積がある。例えば、鈴木小兵衛（1935）は中国東北

地域を「北満型」、「南満型」を区分けし、東北農業の各地域の差異について検討した。そ

して鈴木小兵衛（1935）は東北各地域の生産関係、営農規模等に存在していた差異から各

地域農業生産の特徴を分析した。満州国産業部資料（1938a；1938b）は、東北各地域におけ

る地主―小作関係、小作地の貸借契約及び小作料の諸形態等を検討した。また、東北地域

の小作関係について、浅田喬二（1968）、西村成雄（1984）、天野元之助（1979）などが挙

げられる。これらの研究成果は満洲を「北満」と「南満」を区分し、両地域の小作関係の

差異から農業生産の構造、特徴を解明した。一方、金頴（2007）、于春英（2007）、朴敬玉

（2012）などの研究成果は「北満」、「南満」地域における朝鮮人社会に注目して、朝鮮人

の定住地における小作関係を分析し、東北各地域の稲作の営農実態を説明した。しかし、

これらの先行研究は東北農業が採用していた農法、農具、肥料などの農業技術については、

詳しい検討を行ってこなかった。 

1910 年代以降の東北地域において、大規模な農産物輸出を可能としていた農業生産力が、

どのような歴史的状況下で形成されていたかという課題についても、多くの研究蓄積があ

る。塚瀬進（1992）は東北における鉄道の敷設が移民の流入を促進し、耕地面積が拡大を

していくとともに、鉄道を通じて農産品の貿易を活発させ、東北農業を世界市場や中国関

内市場に連繋していく経緯を検討した。塚瀬進（1992）は 1910－1930 年代の東北農業を歴

史的に考察し、1910 年代以降になって急速に進展していた東北の鉄道の敷設が東北農業の

発展を促進したと結論した。また、山本有造（2003）は「満洲国」の農業政策を論じて上

で「満洲国」期における農業生産力の水準を評価した。権哲男（2005）は「満洲国」を「北

満」と「南満」を区分し、「満洲国」期における農業生産の統計デ―タに着手して、農業構

造、耕地面積、農業生産性等の特徴を評価した。しかし、これらの研究成果も東北農業生

産の実態、特に農業生産に使用された農法・農具、肥料等の農業技術の進歩については充

分な検討を行ってこなかった。 

この他、東北農業技術に関する先行研究としては、佐藤武夫（1943）が注目に値する。

佐藤は 1940 年代を対象にして、東北地域に存在した各民族の営農方法を区別して、東北農

業生産における労働力、在来農法、肥料等の農業技術要素を評価した。しかし、佐藤は朝

鮮人移民に主導された稲作の技術については、検討しておらず、また 1940 年代前後におけ

る東北農業技術の変化についても言及していない。 

総じて、これまでの研究成果には大きく言って三つの弱点がある。第一に、これまでの

東北農業生産を検討した研究成果は、地帯区分あるいは気候区分を取り入れた研究成果が

多かった。それらの研究成果のほとんどは東北農業を「北満型」、「南満型」という二類型

の区分を継承して検討してきた9。しかし、そのような分析手法は、「北満」、「南満」という

                                                        
9 一部の研究成果は中国東北地域を「北満型」、「中満型」、「南満型」の三つの地帯を区分し
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地域的な特徴を浮かび上がらせる上で有効であったが、それぞれの地域が農業技術を変化

させ、また南満から北満へとそれらが普及していたという歴史的な経緯を把握する点で、

弱みを持っていたように思われる。具体的に言うならば、東北の農業は 1910 年代初頭の「大

豆輸出型経済」から 1930 年代の「円ブロック」農業の一部になり、更に 1950 年代になる

と「社会主義経済改造」を経て、農業の生産構造をはじめとする農業生産の全体が変容し

た。こうした変化に対応して農業技術がどのように変化してきたのかということを長期的

に整理することが重要である。また、東北に対しては、中国関内をはじめ、朝鮮人、日本

人、一部の白系ロシア人とモンゴル人が続々移住してきた。各類型の農業技術は各民族の

移住を媒介として、東北各地に拡散された。従って、農業技術を「北満型」、「南満型」と

いう地帯区分の側面からだけでなく、移住してきた民族による農業技術の違いという側面

からも分析することが必要となる。 

第二に、これまでの研究では、1945 年以降の東北における農業技術の発展、特に国共内

戦末期以降の共産党の農業政策を検討するという点で不充分である。国共内戦期の東北地

域において中国共産党が実施した農業政策についての研究は、主に土地分配を中心とする

「土地改革」に集中している。しかし、前述したように、1948 年以後、東北全域の政権を

掌握してから、共産党の農業政策は従来の土地分配を中心とする土地政策から農業技術の

向上を重視する農業生産政策に転換した。更に、これらの農業政策は新中国期の東北人民

政府に継承された。こうした農業技術の向上をめぐる共産党の政策については、第三章で

具体的に指摘するように、研究蓄積が浅いというのが実情である。 

また、これまでの研究では、1950 年代初頭の東北地域で展開された農業技術改良運動に

ついては、検討が極めて少ない。1950 年代初頭の東北農業生産の状況、特に共産党は農業

技術を向上させるため、実施した農業政策、農業技術改革の実態に関してまだ問題点が多

く残っていた。これらの問題点に注目して、本論文は 1950 年代から展開された新農具普及

運動を中心として、共産党の農業技術改革政策とその限界を解明する。 

第三の弱点は、稲作技術に関する歴史的な検討が弱いということである。近年来、1910

年代以降の東北地域において、朝鮮人移民に主導された水田開発に関する研究･調査が進ん

でいる。しかし、1910 年代から 1950 年代にかけて、東北各地の社会経済事情により生じた

稲作技術の進展、特に稲作と畑作の技術上の差異を必ずしも明らかにしたと言えない。こ

のため、稲作・畑作技術の改良を含めて、農業技術全体の進展を検討する必要がある。 

 

本論文の第一章から第三章は、それぞれ 1910－1931 年の民国期、1932－1945 年の「満洲

国」期、1948－1958 年の共産党政権期という 3 つの時期を取り扱う。そして第四章は独自

の発展を遂げてきた稲作に焦点を当て、1910－1950 年代の東北地域における稲作技術の展

開を検証する。論文の具体的な構成は、以下の通りである。 

 
                                                                                                                                                                   
た。 



 

 7 

5．論文の構成 

第一章 1910―1931 年の中国東北地域における農業生産と在来農業技術 

第一章では次の二点について分析を進める。第一に、1910―1920 年代の中国東北地域に

おける移民及び農業生産の特徴を明らかにする。第二に、東北地域に使用された農法、農

具、肥料の状況を実証的に検証して、東北地域農業の繁栄を支えていた技術的基礎を解明

する。 

 

第二章 「満洲国」期の東北地域における農業生産と技術改良 

 第二章では次の五点について分析を進める。第一に、東北地域の農業生産に大きな影響

を与えた「満洲国」期の農業政策を検討する。第二に、「満洲国」農業政策と関連して、東

北地域における農業生産の推移と特徴を明らかにする。第三に、「満洲国」期の肥料の使用

状況を、化学肥料を中心として検討する。特に、東北地域における肥料使用の進展とその

限界を確認する。第四に、「満洲国」農事試験場の主導によって展開された品種改良事業の

実態を水稲のみならず畑作物も含めて検証し、優良品種の普及状況を説明する。そして最

後に、農具の改良の面から「北海道農法」の導入過程とその歴史的意味を考察する。 

 

第三章 1948－1957 年の中国東北地域における農業生産と技術改良 

 第三章では次の五点について分析を進める。第一に、国共内戦末期から共産党に主導さ

れた農業技術改良政策を紹介して、国共内戦期の東北地域における農業生産の回復状況を

確認する。第二に、1950 年代初頭の東北地域における農業生産の特徴を分析し、農業技術

改革の必要性を確認する。第三に、共産党の農業技術改良政策を検討して、在来犂をはじ

めとする在来農具を改良する必要性を明らかにする。また、それとの関わりで、共産党が

ソ連から新農具を導入した要因を検証する。第四に、共産党が新農具を農村部に普及しよ

うとした政策を検証する。そして第五に、中国各級政府が高い評価を与えて促進した新農

具普及運動の実態を検証する。そして 1950 年代初頭の吉林省における新農具普及運動の進

展を検討し、東北地域における新農具普及運動の実効性及びその限界を解明する。 

 

第四章 1910―1950 年代の東北地域における水稲耕作技術の進展 

第四章では次の三点について分析を進める。第一は、1910－1930 年代初頭を対象として、

朝鮮人移民と水田開発の進展に対する東北地方政府の政策と活動を考察する。また、同時

期において稲作に使用されていた品種、肥料、家畜及び農具の実態を検討する。第二は、

1931－1945 年を対象として、「満洲国」の稲作の進展に対する日本農林省の政策を考察する。

また、同時期において稲作に使用されていた品種、肥料、家畜及び農具の実態を検討する。

そして第三は、1948－1958 年を対象として、水田開発の復興に対する共産党の政策を考察

する。また、同時期において共産党が行った在来稲作技術に対する改良を検討する。 
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第一章 1910―1931 年の中国東北地域における農業生産と在来農業技術 

 

はじめに 

 本章の課題は 1910－1931 年の中国東北地域における農業生産の進展に焦点を当て、農法

の特徴、農具の効率及び肥料の使用等を中心とする農業生産技術の実態を検証することに

ある。 

周知のように、中国東北では 20 世紀初頭以降、中東鉄道の敷設を契機にして、関内移民

の流入が急激に増加した。そして日露戦争以降、大豆とその一次加工品（豆油、豆粕等）

に対する国際市場の旺盛な需要に牽引され、東北地域の大豆生産が目覚しい成長を遂げた10。

東北地域における農業経済成長の要因としては、労働力供給の増大、耕地面積の増大、鉄

道の敷設をはじめとするインフラの整備等があげられる。しかし、農業の発展を支えた要

因については、農業生産技術の側面からも検討される必要がある。特に、関内移民によっ

て導入された農法、農具、肥料等といった在来農業生産技術は重要な検討対象である。こ

うした課題を設定した背景には、以下のような研究史に対する理解がある。 

1910 年代以降、東北地域における関内移民の急増と農業生産の成長の関係については、

周春英（2001）、劉挙・李営（2005）、範立君･許鳳梅（2007）、高楽才（2008）等の研究成

果が挙げられる。これらの研究成果は、東北農業の発展が人口の増長と耕地面積の拡大に

依存していたと指摘してきたが、農法をはじめとする農業技術の応用等農業生産の実態に

ついては立ち入った検討を加えてこなかった。一方、塚瀬進（1992）は 1910 年以降の東北

地域における鉄道敷設の進展と農業生産の発展の関係に注目して、両者が並行して進んで

いた事実を明らかにした11。塚瀬進はまた、鉄道の敷設によって、農産物の輸出能力が増大

され、ひいては、東北地域の農業生産を進展させたと結論した。しかしながら、塚瀬進の

研究成果もまた東北在来の農具、肥料といった農業生産技術については詳しい検討を行っ

ていない。天野元之助（1979）は中国を東北、華北、華中、華南の四地方に区分けし、各

地域の農業生産の特徴と小作関係を論じた。天野元之助は 1950 年代までの中国東北地域に

応用された農法、農具について、詳細にその形状や特徴を明らかにした上で、東北農村部

における各階層（地主、小作等）の農業生産関係を特徴づけた。しかし、天野元之助の研

究成果は東北における在来農具の効率、在来肥料の施肥効果等については具体的ではなか

った。これらの問題については更に検証を進めてみる必要がある。 

これまでの研究成果には、全体として、東北地域における在来農業技術についての検討

が弱いという問題がある。換言するならば、天野元之助の研究成果を例外とすると、東北

地域の在来農法、農具、肥料の使用状況という問題については未検討のまま残されている。

そして天野元之助（1979）についても農具の使用効率や肥料の施肥効果については、具体

                                                        
10 山本有造（2003）、90 頁。 
11 後に『中国近代東北経済史研究―鉄道敷設と中国東北経済の変化』東方書店、1993 年に

収録。 
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的に検討がされていない。東北地域の農業生産は、周知のように 1910 年代から目覚しい発

展を遂げた。しかし、東北農業の発展について言えば、在来の農業技術がいかなるもので

あり、その効率がどのようなものであったかということは、東北農業の歴史を考える上で

極めて重要でありながら、十分な検討がなされてこなかった。また、東北の在来農業技術

は 1910―1931 年の間だけでなく、「満洲国」期および新中国期の農業技術の改良に対して

も密接な関係を持っていたが、この点を解明することについても之までの研究では追求が

弱かった。 

以上のことを踏まえて本章では次の二点について分析を進めたい。第一に、1910―1920

年代の中国東北地域における移民及び農業生産の特徴を明らかにする。第二に、東北地域

に使用された農法、農具、肥料の状況を実証的に検証して、東北地域農業の繁栄を支えて

いた技術的基礎を解明する。このうち、本章が独自の成果として提起するのは第二の課題

に関する分析である。第一の課題については、第二の課題についての分析を理解する上で

不可欠となる東北農業の基本的な状況を先行研究の成果に依拠して、筆者なりに整理した。

本章では依拠する主要な資料は、『農業の満洲』（1927）、『満洲の在来農具』（1930）、『満洲

の在来肥料』（1942）並びに上述の天野元之助の研究では用いられてこなかった 1910―1931

年に発刊された満鉄の調査彙報、新聞、農事試験紀要である。 

 

一、1910―1931 年における中国東北地域の農業生産の急成長 

すでに知られていることではあるが、はじめに鉄道の敷設と東北地域に移住した労働力

人口の増加状況について、先行研究の成果に依拠しながら、確認しておこう。中国東北で

は 1897 年から中東鉄道の建設が開始された。中東鉄道の建設のため多量の労働力が必要と

なり、関内地域から大量の労働者が流れ込んだ12。1903 年に中東鉄道が全線開通すると東北

地域への移住は簡便になり、関内移民の数はいっそう急増した。東北地域の人口の総数に

関する各種の推計結果の間には若干の差異があるが、いずれによっても、東北地域に移住

した関内移民の数は 1900 年以降になって大幅に増加した13。特に 1920 年代になると、東北

地域に移住した関内移民の人口は 1910 年代よりも多くなり、「移民の狂潮」とまで言われ

るようになった14。1930 年に中国の南開大学は東北移民に関して詳細な調査を行った。同調

査の結果によれば、対象となった 1,149 戸の移民農家の中で 1878－1911 年に東北に移住し

たのは約 10％にすぎず、他の約 90％は 1912－1930 年の間に東北に移住していた15。すなわ

ち、関内移民の大部分は 1910 年代以降に東北地域に移住していたのである。 

 東北地域に移住した関内移民の特徴を見ておこう。満鉄の調査によると、1921－1927 年

に大連に上陸した関内移民の性別比率は男性が 80.1％―94.8％で、女性が 19.9%―5.2%であ

                                                        
12 塚瀬進(1992)、47 頁。 
13 塚瀬進(1992)、46 頁を参照されたい。 
14 海関総税務司署統計科（1932）、254 頁。 
15 高楽才（2008）、24 頁。 
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った。即ち、男性移民のほうが女性移民よりはるかに多かった16。そして 20－40 歳の若年

労働者の比率が 84.9％であり、非常に高かった17。また、これらの関内移民は農業に従事し

ていた比例も高かった18。要するに、1910－1931 年の間に東北地域に移住した関内移民は男

性の若年労働者が多く、その大部分が農業に従事していた。そして農業労働力が増大する

とともに東北地域では土地の開墾が急速に進展した。 

 1924 年以前の東北地域の耕地面積については、統一かつ精確な統計資料が見当たらない。

しかし、東北 3 省それぞれについては、以下の資料によって大まかな動向を把握すること

が可能である。奉天省の耕地面積に関する統計によると、1911 年に奉天省で開墾された土

地面積は私有地が 1379 千 ha、公有地が 1231 千 ha で、合計 2610 千 ha であった19が、1921

年になると、開墾された土地面積は 5953 千 ha に達した。吉林省で 1921 年の段階で開墾さ

れた土地面積は 6628 千 ha であったが、1931 年になると、同省の耕地面積は 7835 千 ha に

達した20。黒龍江省の土地開発も進展した。また、1915 年に黒龍江省の耕地面積は 3912 千

ha であったが、1930 年になると 7314 千 ha に達し、15 年間に約 1.87 倍も増加した21。すな

わち、1910 年代以降、東北３省ではいずれも、耕地面積が目覚しく拡大した。このような

耕地の拡大に伴って農産物の収穫高も増大した。表 1.1 に示されるように、1924―1931 年

のわずか 8 年間に東北農産品の収穫量は約 1.27 倍の増加を見た。 

 

表 1.1 1924―1931 年の中国東北耕地面積と農産品収穫量 

年代 ①耕地面積（千 ha） ②人口（千人） ③農産品収穫量(千トン) ③/① 

1924 8,148 100 24,889 100 14,571 100 1,778 100 

1925 10,142 124 25,124 101 16,339 112 1,611 90 

1926 11,022 135 25,367 102 16,609 114 1,507 84 

1927 11,887 146 26,076 105 17,649 121 1,485 83 

1928 12,880 158 26,587 107 18,192 125 1,413 79 

1929 12,860 158 27,007 109 18,298 126 1,422 80 

1930 13,387 164 27,243 109 18,865 129 1,409 79 

1931 13,733 169 27,575 111 18,457 127 1,344 75 

出所：東北物資調節委員会、『東北経済小叢書 農産（生産篇）』、京華印書局、1948 年、４

                                                        
16 満鉄臨時経済調査委員会（1928）、4 頁。 

17 周春英（2004）、88 頁。 
18 満鉄庶務部調査課、『民国十六年の満洲出稼者』、1927 年、145 頁によると、1927 年上半

年に東北部に移住した移民総人数が 63 万人、その中で北満に移住した人数が 36 万人で、

農業を従事した人数が 28.8 万人、北満に移住した総人数の 80％に占めた。そして、南満に

移住した 27 万人の中で、16.2 万人が農業を従事していて、南満に移住した総人数の 60％に

占めた。満洲全体で農業を従事していた人口は総人口の 71％に占めた。 
19
 徐世昌（1911）、1098 頁。 

20
 鍾悌之（1931）、8 頁。 

21
 高楽才（2008）、73 頁。 



 

 11 

頁。人口については楊子恵、『中国歴代人口統計資料研究』、改革出版社、1996 年、1407―

1408 頁より。 

 

東北農業の特徴は農産物の商品化率が高いということにあった。1920 年代初頭の統計に

よると、東北地域の大豆の商品化率は 80―83％、麦は 79%、高粱は 40―42%、玉蜀黍は 35

―36%、粟は 20―22%、他の穀物作物は 15―17%、農産品全体としての商品化率は約 53％

であった。そのなかで、北満地方の大豆は商品化率が 60％以上であった22。北満地方の大豆

は南満地方の大豆より商品化率が低かったが、それでも東北農産品全体の商品化率より高

かった。 

耕地面積の増加率について、表 1.1 に示された数値に基づいて計算をしてみると、1924

―1931 年の間に東北地域では年平均で 6.7％増加していた。これに対して、人口の年平均増

加率は約１％であった。即ち、耕地面積は人口よりもはるか急速に増大していて、単位耕

地面積当たりの労働力は急減していた。 

また、表 1.1 に基づいて、1924―1931 年の東北地域における耕地の生産性を検証してみ

ると、耕地面積は拡大していたが、耕地の生産性は低下していった。耕地の単位面積当た

りの生産高は 1924 年の 1778kg から 1931 年の 1344kg に下がり、約 25％も減少していた。

耕地の利用率は 1924 年の水準に比べると一貫して低下していた。すなわち、1910 年代から

急速に成長してきた東北農業は土地生産性の進歩を伴っていなかったのである。 

 

二、中国東北地域の在来耕作方法について 

東北地域の在来耕作方法については天野元之助（1979）によってすでに検討されてい

るが、その実態については、「満鉄農事試験場彙報（第五号）」（1918）によって、より詳

細に確認することができる。 

1．輪作法 

東北地域で基本的な農法は輪作法であった。「満鉄農事試験場彙報（第五号）」（1918）で

は、関東州並びに遼寧省北部の輪作法について詳細な紹介が行われている。北満地方につ

いても、農法は基本的に輪作法であったので、その同彙報の紹介論文は参考になる。 

 

「輪作の方法は関東州及之に近き南方の地と開原鉄嶺付近より以北の地と両者の

中間に位置せる地方との三者を比較するに其の主要作物の変化に応じて差異あり、即

関東州内に於ては玉蜀黍を主作物とし三年或は四年輪作を行ひ主作物たる玉蜀黍は

出来得る限り輪作する如く努め第一年目に玉蜀黍を栽培し之に大豆を間作となし第

二年目には粟、第三年目には高粱を栽培する事普通なり、又第一年玉蜀黍、第二年粟、

第三年大豆なる事あり或は第一年玉蜀黍、第二年高粱、第三年大豆なる事あり、四年

輪作なれば第一年玉蜀黍（大豆を間作となす事あり）第二年粟、第三年大豆或は麋子、

                                                        
22
 許道夫（1983）、217 頁。  
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第四年高粱とし或は玉蜀黍（大豆を間作とす）高粱、玉蜀黍、粟を輪換する事あり北

部地方にありては高粱及大豆を主作物とし三年輪作を行ふ事普通なり即第一年目は

高粱第二年目は大豆第三年目は粟とするか第一年は高粱、第二年は粟、第三年は大豆

とする或は第一年高粱（施肥をなす）第二年大豆、第三年高粱（施肥をなさず）とす

る場合もあり、又麋子、玉蜀黍、粳子（陸稲）、稗其の他の作物を加へて四年輪作五

年輪作或は六年七年輪作等をも行はる事あり……」（下線は引用者による）23 

 

ここに述べられているように、東北農業は当地の自然条件と各作物の特性に基づいて、

さまざまな輪作を行っていたが、いずれの地域においても大豆の植付けを不可欠としてい

た。補足するならば、作物の品種等によって、6―7 年の輪作もあったが、大豆を中心に、

主に高梁・栗・小麦・玉蜀黍を使い分ける 3 年ないし 4 年の輪作が基本となっていた。こ

こで大事なことはこうした輪作法が東北地域において一般的な農法となった原因である。

筆者の考えではその原因は 3 点であった。その第 1 は、大豆が持っている空中窒素の固定

機能を利用して地力の低下を防ぐことであった24。第 2 は、農家経済の負担を減軽するため、

肥料の需要を緩和することであった。そして第 3 の理由は高粱、粟等の農家自給作物を確

保することであった25。 

 

2．耕起作業 

耕起作業については、同様に「満鉄農事試験場彙報（第五号）」（1918）によって、その

実態を確認しておこう。 

 「①耕起の方法に三種あり、一を耕地と云ひ二を豁地と云ひ三を翻地と云ふ、共

に牛、馬或は騾等を以て曳かしめたる犂により土地を耕起し之を膨軟ならしむるに

ありと雖も翻地は畦と溝とを生じ耕地、豁地は全面平坦となりて畦の立たざるを異

る点とす、又耕地とは大形の①鐵を付したる犂にて畦及溝の差別なく土地を耕起し

地面を平坦とならしむる方法にして、豁地とは在来の畦を犂にて鋤き割り両側の溝

に土を被ふ如くして地面を平坦ならしむる方法なり、其の二法中前者は全然耕起な

れども後者は作物根の除去を兼ねる場合多し、高粱、玉蜀黍等を栽培したる後地に

は其の根株を除去する目的を以て行はること少なからず、以上の方法により土地を

耕地したるものは更に下種に際して畦を設けざるべからず畦立てを覆墾又は合墾

と称す翻地とは耕起と同時に畦立を行ふ方法にして新たに畦を設くる場合或は在

来の畦を更にも盛り上ぐる場合にも翻地と云ふ、犂剜子と称する一種の撥土板を附

著したる犂を用ひ一往復を以て一條の畦を形成する如くす。 

耕地、豁地は翻地に比して集約の方法なりと言ひ得べく前年或は事情の為休閑し

                                                        
23 南満洲鉄道株式会社農事試験場（1918）、38―39 頁。 
24 権哲男（2005 年）、142 頁。 
25 塚瀬進（1992）、62 頁。 
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て土地の固結せるもの或は白菜、瓜類、茄子等の蔬菜類を栽培する畑の如きに之を

行ふ事普通なれども高粱、粟、大豆其の他の普通作物にありては海域付近より以南

関東州内に於て往々行はる處あるの外③北部地方には甚だ稀なりとす、其の北部地

方一帯にありて殊に少き理由は気候乾燥にして深耕せらるを忌む事も其の一とし

て数ふべしと雖も其の主因たるや労力の不足せる結果なるべし、又翻地も南方一帯

に於ては下種に先ち一二回之を繰り返し行ふ事多しと雖も北部地方にありては全

く之を行はざるが縱ひ行ふ事あるも一回に過ぎず海城付近より以南に於ては早春

土壌の凍結漸く融解するや直ちに翻地（耕地、豁地）に着手す、先づ高粱、苞米等

の根株は鋤頭、鎬頭等を用ひて掘取るか又は壌耙を以て畦を鋤き割りて除去す、掘

り取るを刨楂子と云ひ鋤き割るを壌楂子と云ひ、但し豁地を行ふ場合は其の手数を

要する事なし次に大形の②犂（大犂丈と云ひ）を牛、馬或は騾二頭に曳かしめて土

地を耕起す蔬菜などの栽培に當り充分に土地を粉碎し土壌を膨軟ならしむる必要

ある場合には二回或は三回之を繰り返し行ふ事あり、蔬菜園等の耕起には大鎬頭或

は鐵銑、筒銑等を用ふ、大鎬頭を用ひて耕起する刨地と云ひ鐵銑及筒銑等にて耕起

するを反地と云ふ。……」26（下線と①－③の番号は引用者による） 

 

ここで注目しておくべきことは以下の 3 点である。①東北地域の耕起方法には耕地、豁

地、翻地という三種類があったが、それらの方法のいずれにおいても主に使われた農具は

「鐵を付したる犂」（在来犂）であった。②耕起作業の動力源は、主に牛、馬或いは騾等の

畜力に依存していた。③耕起の回数は関東州を中心とする南満地方においては普通 1－2 回

を行っていたが、北部地域においては１回或いは全然行わないこともあった。それぞれの

特徴が生まれついた原因については、①東北地域の土壌が乾燥で、凍土の場合が多いので、

在来犂による耕起しないとならないこと、そして②東北地域の無霜期間が短くて、耕起を

短時期に完了する必要があるので、耕起が畜力に依存していたこと、また、③南満地方に

おいては開墾が早くて、労働力の資源も豊富なため、耕起の回数が北満地方より多かった

ということが考えられよう。 

 

3．播種、中耕、除草、収穫 

次に、これまでの研究では触れられてこなかった播種、中耕、除草、収穫の方法を取り

上げ、『満鉄農業試験場彙報（第五号）』（1918）によって確認してみよう。 

（1）播種 

東北地域の播種方法は作物の種類により、條播、点播及び撒播の三種類があったが、最

も多く採用されたのは條播であった。また、肥料、土壌、労力、気候、作物の種類及び地

方の習慣等によって、各地の畦（ウネ）立ての方法にも差異があった。畦立ての方法を総

じて言うならば、播種の中には「壊種」、「積種」、「反種」と「劐種」という四種類があっ

                                                        
26`南満洲鉄道株式会社農事試験場（1918）、59－61 頁。 
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た27。いずれの播種法も主に家畜を使役して、東北地域の在来犂により畦立てを行うという

共通性があった28。 

 

（2）中耕 

また、東北地域の中耕作業については、同資料が以下のように述べられていた。 

 

「中耕は鏜地と云ひ、培土は被墾と云ふ、両者は同時に行はれるものにして単に鏜

地と呼ぶ。 

①鏜地は蔬菜栽培の或る場合を除きては総て犂を用ひて行はる、その方法に二あり、

②一は普通の犂を馬（或は騾時には牛）二頭に曳かしめ墾溝内を耕す、溝の土は左右に

分れて作物根を覆土する事となるが故中耕と同時に培土をも行ふ理なり、之れ北部地方

に於て主として行はる方法とす、但し第一回の鏜地に際しては作物尚幼稚にして覆土の

薄きを要するが為犂は其の鐵（铧子）の両角を缺きたる所謂劐子と称するものにて中耕

を行ふ事普通なり、①第二の方法は主として南部の地方に於て行はるものにして犂の代

わりに総て劐子を使用するものなり、之南方は畦幅一般に狭小なるが為なるべし。 

最後の中耕に當りては犂先の上面に犂鏜頭と称する撥土板を附する事あり鍛鉄製に

して山形をなし其の角頂は鐵の先端と同方向に向く、土壌をよく左右に分け作物根に充

分覆土するを得。 

③中耕回数は殆ど除草の回数と一致し普通除草の直後に行ふものとす、唯高粱は

第四回除草所謂鏟秋墾の後に之を行ふ事稀なると、大豆にありては小満節の後除草を

行ふ事なく単に第一回の中耕をなし第一回除草（芒種後）後に第二回中耕、第二回除

草（小暑前）後に第三回の除草をなすを普通とするの例外あるのみ。 

作物の性質として高粱は除草後直ちに中耕する事なく数日間其の根元を日光に晒

すを良しとし、之に反して大豆は除草をなす一方より中耕を行ふ如く速に覆土するに

あらざれば発育不良にして下葉黄色を呈するに至る、粟の如きも除草後直に中耕を行

ふを良しとする。……」29（下線と①－③の番号は引用者による） 

 

ここで述べられたように、①東北地域の中耕に使われた農具は主に耕起に使われる犂或

いは「劐子」であった。そして②中耕の動力源は、主に牛、馬或いは騾等の畜力に依存し

ていた。また、③中耕の回数は除草と同じで、高粱以外の作物に対しては通常、2―3 回で

あった。北満地方の中耕がどのようなものであったかについては、ここでは触れられてい

ない。しかし、同地地方についても中耕は同じ畜力を使って、在来犂による作業であった30。

                                                        
27 南満洲鉄道株式会社農事試験場（1918）、77―78 頁。 
28 南満洲鉄道株式会社農事試験場（1918）、77―78 頁。 
29 南満洲鉄道株式会社農事試験場（1918）、99―100 頁。 
30 南満洲鉄道株式会社農事試験場（1933）、93－94 頁。 
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ただし、北満地方では南満地方に比べると、無霜期間が短く、労動力が少なかったため、

中耕の回数は一般に南満地方よりも少なかったと考えられる。この点について明らかにす

ることは今後の課題である。 

 

（3）除草 

東北地域の農法は除草については、『満鉄農業試験場彙報（第五号）』（1918）は以下のよ

うに説明した。 

 

「①除草は鏟草或は鏟地と称す、その方法は各種作物とも殆ど同一なり、一般に

嚀にして殊に高粱の栽培にありては一本の雑草だに存せしめざる如くす故に之を作

付たる翌年は圃場著しく清潔なるものとす、①除草器は吾が草削鎌即「ホ―」に類似

せるものにして鋤頭と云ふ、柄と刃と角度は小にして刃は鋭きが故草を削るに宜しく

除草用としては最も良好なるものなり、恐らく本邦製の「ホ―」等に比して実用上に

於ては遥かに優秀なりと言ふを得べし。 

②除草は鋤頭を巧みに使用し之のみを以て行ひ決して手を以て握る等の事なし、

唯だ畦上に作物と混じて生じたる場合僅かに手にて之を抜き取るに過ぎず草を抜き

取る事を抜草と称す。 

除草回数は作物の種類、成育期の長短、土地の清潔、不清潔、雑草の多少、労力

の過不足、特に目的とする主要作物なるや否やなど種々の関係より変化するものなり

と雖も各地方に於て大差あるを見ず。 

③概して大小麦は一回多くとも二回の除草を行ふのみ、大豆は普通二回なれども三

回行ふ事もあり其の他の作物は一般に三回なる事多し、唯高粱のみは往々四回に及ぶ

事あり此の第四回除草を特に鏟秋墾と称す。……」31（下線と①－③の番号は引用者

による） 

 

除草は農産物の収穫高を左右する重要な農作業である。ここには、東北地域の在来農法

における除草が特徴が以下のように見てとれる。すなわち、①東北では、除草が「鏟草」

或いは「鏟地」と言われ、使われていた農具は日本の草削鎌即「ホ―」に類似する鋤頭で

あった。②除草は畜力ではなく、人力によって行われていた。③除草の回数は、大豆が 2

－3 回、大小麦が１―2 回、高粱が 4 回で、そのほかの作物は一般に 3 回であった。要する

に、東北の除草は使用された農具が鋤頭だけで、完全に人力に依存していた。このため、

農業労働力を確保することが出来るかどうかは東北の除草作業にとって決定的に重要な制

約条件であった。特に人口が少なかった北満地方においては、労働力の確保が除草を行う

にあたって大きな制約条件となっていた。 

 
                                                        
31 南満洲鉄道株式会社農事試験場（1918）、96－97 頁。 
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（4）収穫 

最後に、収穫についての『満鉄農業試験場彙報（第五号）』（1918）の説明は、以下のよ

うであった。 

 

「収穫の方法は作物の種類によりて多少の差異あり、之を大別すれば刈り取るもの

（割）と、抜き取るもの（抜）と掘り取るもの（刨）及び摘み取るもの（摘）等に

区別する事を得べし、即ち高粱、玉蜀黍、粟、大豆、麋子、粳子、韮等は刈り取る

ものにして……鎌の如きものを用ひ……」32（下線は引用者による） 

 

収穫作業についても、除草作業と共通点があった。すなわち、①東北では、抜き取るも

の（抜）と掘り取るもの（刨）及び摘み取るもの（摘）等によって、多少の違いがあった

ものの、収穫作業に際しては穀物に対する刈り取る作業では主に鎌のような農具（鎌刀）

が使用されていた。②収穫は畜力の使用がなく、人力に頼っていた。要するに、東北の収

穫は除草と同様に、労働集約的な作業であった。 

 

まとめて言えば、耕起、播種及び中耕は主に畜力に依存していた作業であり、除草と収

穫は人力に依存する労働集約的な作業であった。このため、除草と収穫は耕起、播種、中

耕に比べると、農業労働力を確保することが出来るかどうかが決定的に重要になる。また、

耕起、播種及び中耕では在来犂が多用され、同農具は農業生産に必要な農具の中でも最も

重要な地位を占めていた。以下ではその在来犂を中心にして東北地域の在来農具を紹介し

よう。 

 

三、中国東北地域の在来農具について 

１．在来農具の構成材料 

はじめに、在来農具の構成材料について見ておこう。 

 

「① 満洲ニ於ケル農具ノ在来ハ木竹類、金属類、石材等ナリ。 

木材ノ種類ハ楡木、柳木、楊木、槐木、樺木、柞木、椴木、松木、杏木、楚楡、李木、

棗木、梨木、波梨、黄波柳、河柳木等ニシテ就中最モ多ク使用セラルルハ楡木、柳木、

楊木、槐木、柞木、椴木、楚楡等ノ各種ナリトス 

②以上各樹種カ農具ノ何レノ部分ニ採用セラルルカハ固ヨリ定マレルトコロナキモ

激シキ摩擦若クハ抵抗ヲ受ケルカ如キ部分ニハ硬木ヲ用フルヲ當トス例令ハ馬車輪ノ

柞木、楚楡ニ限ラレ犂箭ノ柞木、楡木等ヲ用ヒタルモノ多キカ如シ②然レトモ由来満洲

ノ農具ハ多クハ農家ノ自家製ナレハ農家ハ其地方ニテ得易ク且廉価ナルモノヲ用ヒ樹

種ノ如キハ多ク問ハサルナリ故ニ本篇ニハ其最モ広ク採用セラルル数種ヲ掲クルコト

                                                        
32 南満洲鉄道株式会社農事試験場（1918）、101－102 頁。 
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トセリ 

③金属類ハ鋼、熟鉄、生鉄、黄銅各性質ノ特長ニ随ヒテ使用セラル面シテ最モ多ク用

ヒラルルハ鉄材ニシテ黄銅ノ如キハ僅かニ馬車具ニ装備スル金環又ハ篩網等ニ用ヒラ

ルルニ過ギズ 

③其採用セラレタル鉄類ハ夾雑物ヲ多ク含有セルカ如ク其性粗雑ニシテ脆弱ナリ殊

ニ生鉄ニ於テ然ルヲ見ル之ヲ以テ一般ニ耐久性ニ乏シキヲ免レズ 

竹類モ其使用範囲ハ狭少ニシテ僅カニ耙子ノ歯杆、篩子、荷棒其他容器等ニ用ヒラル

ル過ギズ専ラ南支那ヨリ輸入スルモノナレハ価亦不廉ナリ……」33（下線と①－③の番

号は引用者による） 

 

ここで注目しておくべきことは次の 3 点である。①東北地域における在来農具の構成材料

は主に木材、鉄材、石材と竹類の四種類であった。その中では、廉価なものであり、かつ

より求めやすかった木材が広く使われていた。②木材は地域によってさまざまな樹種が使

われていたが、いずれにしろ農家経済の負担を減軽するため自給できる材料が使用される

ことが多かった。③金属類材料としては、品質の悪い鉄材（銑鉄等）が多く使用されたの

で、農具の耐久性は劣っていた。以下では在来犂を中心に在来農具の実態を確認してみよ

う。 

 

2．中国東北地域の在来犂34 

（1）在来犂の構造 

 前述したように、犂（犂丈）は東北地域の農業生産において、最も重要な在来農具であ

った。東北地域の在来犂は日本の中国地方で使用された床犂、朝鮮で使用された耒耜（朱

巨）、台湾で使用された犂に類似したものであった35。東北地域における在来犂の構造につ

いては、『興農：奉天農業大学研究資料 第 21 号』（1941）が以下のように述べていた。 

 

「我満洲国に於て、現在広く使用されて居る犂は、支那同様犂丈又は犂杖と称し、①

漢民族の移住と共に北支より渡来せるもので、其の型は原型の儘と云っても差支ない。

また日本の中国地方に使用されて居る床犂、朝鮮の耒耜及び台湾の犂とも類似し、其の

同系なる事を示して居る。②而して今日大犂（開荒犂）、種犂（反犂）、錫犂（鏜犂）、

小耘犂等の別と、また北満と南満によって型体の大小はあるが、之れとても構造の異同、

                                                        
33 南満洲鉄道株式会社農事試験場（1917）、1―2 頁。 
34 東北地域の在来農具は在来犂の以外に、整地用の鎬頭、鉄銑、筒銑等、耙碎用の耙子、

鉄歯耙子、小把鎬等、鎮圧用の木頭輥子、石頭輥子等、播種用の点葫蘆、把斗子、除草用

の鋤頭、収穫用の鎌刀、芟刀等、精穀及び製粉用の碾子、磨等、施肥用の糞耙、糞筐、木

掀等、運搬用の大車、推車子等が挙げられる。 
35 南満洲鉄道株式会社農事試験場（1917）、3 頁。また、各地（国）の在来犂の形状につい

ては、奉天農業大学（1941）の 9 頁と 17 頁を参照されたい。 
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撥土板の形質並に機能の種類によって分別したものではなく、唯其の大きさと、大小に

より用途別からなる大略の類別である。 

③然して、犂丈は未だ多くの農家の手作り部分を有する、極めて簡易なる農具であっ

て犂鏵子は鋳鉄で出来、又其の犂耕に際しては、之れのみでは土壌の耕起のみ行はるに

過ぎず、反轉破碎作用が不完全なので、鏵子の上に剜子或は鏜頭（鉄製）と称する。撥

土板に該当す可きものを附して補ふのである。而し北満地方のやうに、攏幅（高畦巾）

の広い地方では、鏵子も大きく、剜子、鏜頭では尚不完全なるが為めに、之れに代るも

のとして、木製の板で作った斜板、分板、平板、挿板が用ひられる。 

③上の様に、其の構造上からも、機械学的、力学的見地からしても幼稚原始的の

ものであって、正に犂の発達段階に於ける前世紀的犂態を保有し、相当古き時代より

北支に於ける農法の停滞性と共に、其の後の進歩発達の停滞せる所産であると思はれ

る。即ち世界各地に於いては、農業の絶えざる進歩と農耕技術の向上に対し、犂も亦

土壌の耕起、反轉、放撥及び粉碎の四作用をなすに適するが如く、科学的研究及び近

代機械工業の進運に伴ひ、其の形態に於て又質に於て、顕著なる発達を遂げ来たので

あるが、其の地に於ては農民文化水準の停滞と、農業方面に於ける近代科学の洗礼、

及び機械文明の発展見る可きものがなかりしが為めに、斯くは時代に取り残され、歴

史的存在に満足しつあるものと見る可きである。……」36（下線と①－③の番号は引

用者による） 

 

以上に説明されたように、在来犂は 3 つの特徴があった。すなわち、①在来犂は関内移

民により東北地域に導入された農具であった37。②在来犂は東北各地域によって大きさ、木

材の品種等に違いはあったものの、その使用の原理は同じであった。③前述したように、

在来犂は自製品であり、技術的にはかなり簡易なものであった、という 3 点であった。③

について補足すれば、在来犂の構成は、犂轅、犂把、犂底、犂箭、梭子、挿把、別簪皃、

把手、托頭等の部分からなっていた38。しかし、刃の部分（鏵子）を除き、大部分は木材に

よって作られていた。 

   

 （2）在来犂の効率 

在来犂は通常、馬又は騾二頭によって牽引し、土地を耕すことである。又、耕深と耕幅

を調整する際には、梭子のところを操作して、耕深の深度を増やすと共に、耕幅も大きく

するようである39。また、このような使用方法に対応して、東北地域の在来犂の効率につい

ては、鈴木小兵衛（1936）は以下のように評価した。 

 
                                                        
36 奉天農業大学（1941）、9－11 頁。 
37 中国各地の在来犂については、奉天農業大学（1941）の 10 頁を参照されたい。 
38 東北地域の在来犂の形状については、南満洲鉄道農事試験場(1917)の 5 頁を参照されたい。 
39 満洲国実業部臨時産業調査局（1930）、17 頁。 
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「耕作の種類によってその功程は同じくは無いが大体に於いて一日六反歩前後を

耕作し得るもの如くである。之を日本内地に於ける主要耕作用具たる鍬による工作に

比すればその差違は極めて大である。即ち、耕深約五寸として、鍬耕にあっては一日

功程は、壌土の場合には田地が約七畝、畑地が約五畝に過ぎないのであって、①満洲

に於ける犂耕の功程は之に十倍するものと言はねばならぬ。 

日本内地に於いても犂即ちからすき又はうまぐはは古くより用ひられて居り、特に

九州中国方面に於いて多く用ひられてあるが、その殆ど凡てば牛或は馬一頭曳き出会

った、その一日の功程も満洲のそれに比すれば著しく少ない、普通の乾田に於いて、

牛耕で一日一反五畝乃至二反五畝、馬耕で二反乃至三反五畝に留って居り、中耕の場

合に於いて牛耕四反、馬耕六反の程度であり、①満洲の犂耕の約二分の一の功程に留

るもの如くである。 

③斯くして之等の事実より見得ることは、満洲の耕作農具は、その制作方法、材料

の原始的素朴さにも拘らず、②その功程に於いては、可成り大なるものがあり、その

素朴的農具を以ってしても相当規模の地積の耕作の可能性を含むと共に、原始的乍ら

も大規模耕作への端初的な形態を有するものと考へられる40。……」（下線と①－③の

番号は引用者による） 

 

以上の記述によれば、①東北の在来犂が 1 日に耕耘可能な面積は、一日六反歩前後であ

り、日本の在来犂より効率がはるかに高かった。②東北の在来犂は東北地域の在来農法に

対する適合性があり、鈴木小兵衛はこれを「大規模耕作器具への初歩的形態を有する」と

評価していた41。③東北地域の在来犂は、求めやすかった材料が広く使われ、かつ農民自家

製のものであるため、廉価な農具であった。しかし、それは、農家経済負担の減軽という

点からみて、東北農家経済に対する適合性を持っていたといえよう。 

 

四、1920 年代の中国東北地域における家畜について 

 以上に論じたように、家畜は耕起、播種、中耕等の動力源として、在来犂等の在来農具

の牽引に使われていた。このため、東北の農業生産にとって、家畜は重要な地位を占めて

いた。 

表 1.2 によって三省平均の値を見てみると、東北地域の一戸当たりの農家は約 1.84 頭の

家畜を有した。しかし、前述したように、東北の在来犂を使うときに、普通 2 頭の馬或は

牛が必要なので、大部分の農家は普通の耕作水準に達してなかったと言えよう。要するに、

東北地域においては、家畜の不足が畜力農具の大規模な使用を制約していたのである。一

方、家畜の排泄物は、土糞の原材料として、東北地域の地力の維持にとって、高い利用価

値を有した。次に中国東北地域の在来肥料について、確認しておこう。 

                                                        
40 鈴木小兵衛（1936）、20―21 頁。 
41 鈴木小兵衛（1936）、21 頁。 



 

 20 

 

表 1.2 1920 年代の東北地域における農家一戸当たり家畜頭数 

省別 牛 馬 騾 驢 合計 

奉天省 0.30 0.39 0.19 0.20 1.08 

吉林省 0.54 0.92 0.34 0.10 1.90 

黒竜江省 1.97 3.09 0.45 0.14 5.65 

三省平均 0.56 0.85 0.26 0.17 1.84 

出所：鈴木小兵衛、『満洲の農業機構（増補版）』、白楊社、1936 年、20―21 頁。 

  

五、中国東北地域の在来肥料について 

 １．在来肥料の種類 

 東北地域における在来肥料としては、大別すると①馬糞、牛糞、豚糞、羊糞などの家畜

糞、②大豆粕（豆餅）、胡麻油粕（香油渣）等の農産物の粕類、③家畜の糞と人糞を以って

製造した乾糞（大糞）、土糞及び草楷糞等の混合の肥料と言う三種類が挙げられる42。上記

の③に触れた土糞とは、人畜の排泄物と多くの肥沃土壌を混合して堆積した肥料である。

東北地域においては、この土糞の生産量が肥料全体の約 80％を占め、在来肥料の代表とな

っていた43。土糞の材料は人畜の排泄物であったが、その実態は多種多様であった。畜糞の

種類、混合される土壌の種類及び畜糞との混合の割合、堆積方法等は各地域、そして各農

家によって差異があり、畜糞を完全に使わずに肥沃な土壌のみを堆積して作られたものも

あった。 

 

2. 土糞の生産量と施肥量 

東北地域における土糞の総計生産量は約 4,350 万トン（正確な年代は不明であるが、1930

年代と思われる）と推定されたが、日本における堆肥の消費量は約 3,700 万トン（1938 年）

であった44。在来肥料の生産総量を単純に比較するならば、東北地域のほうが多かった。し

かし、耕地面積は東北地域が日本本土より 3 倍ほど多いので、単位面積あたりの肥料施肥

量は日本本土よりはるかに少量だったと言える。 

地域別に見るならば、東北地域では土糞の生産量が一番多い地域は主に南満地方の奉天

省と吉林省の平原地帯であった。北満地方では肥料の生産及び使用量は南満地方よりはる

か少なく、南満地方の平原地帯では土糞の生産量が 600 万トンに達したが、北満地方の大

部分は 150 万トン以下となっていた45。南満地方における土糞の使用量が北満地方よりも多

かった背景には二つの事情が考えられる。その第１は、土糞に使われた畜糞は地方によっ

                                                        
42 荒川左千代（1941）、2 頁。 
43 荒川左千代（1941）、2 頁。 
44 荒川左千代 (1943c)、46 頁。 
45 荒川左千代(1943c) 、46 頁。 
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て違いがあったということである。南満地方においては豚糞をよく使ったが、北満地方に

おいては主に馬糞であった。こうした畜糞の違いを反映して、南満地方では豚一頭あたり

の年間土糞生産量約 8―24 トンであったが、北満地方では馬一頭あたり約 2―14 トンであ

った46。要するに、南満地方においては畜糞の資源が北満地方より豊富であった。第 2 の原

因は、南満地方では畜糞を貯めるため、豚を畜舎内での飼育が多かったが、対照的に北満

地方では馬を畜舎外の飼育が多かったということであった。すなわち、家畜の飼育条件か

らみると、南満地方においては畜糞の収集が北満地方より容易であった。このため、１ha

当たりの土糞施肥量を確認してみると、南満地方においては約 12 トンであったが、北満地

方の水準（約 11 トン）より高かった47。そして北満の対ソ国境地域では農業生産に肥料が

用いられることはほとんどなかった48。 

肥料の使用状況を作物別からみると、奉天以南は高粱、熱河地方は桑と高粱、奉天以北

の地域は大豆を中心として土糞が施肥されていた。そして東北地域全体の大豆の 54％、高

粱の 24％、粟の 11％、玉蜀黍の 8％、小麦の 3％が土糞を施肥されていたと言われた49。ま

た、土糞施肥の回数は 2―3 年に１回という程度であった。 

最後にこの土糞の問題を小作関係の側面からも確認しておこう。一般に施肥は農業資本

蓄積の指標であり、肥料を一定期間内に施肥すれば、相当長い期間にわたって地力の保持

ができる。このため、肥料の施肥量は小作契約の内容に深く関わることになった。東北地

域の小作契約状況は、以下のように言われていた。 

 

「小作法は永租及普通租の二種あり永租は即ち本邦の所謂永代小作にして小作者は

永代小作する権利を有するものなり永租は公地に最も多く民地にては王公荘田には必

ず之をみるも其他の一般民地には稀なり普通租の小作契約は一箇年乃至三箇年なり…

…」50（下線は引用者による） 

 

また、 

 

「小作契約解除の場合には、租地の改良費を小作人に対して賠償せず、小作農が租地

内に構築した建物すら借地不拆屋の慣習によって無償に地主の手に帰するを普通とし

ている……」51 

 

以上に説明されたように東北地域の小作契約期間は主に 1―3 年の短期契約であり、小作

                                                        
46 荒川左千代(1941)、8 頁。 
47 荒川左千代(1941)、8 頁。 
48 荒川左千代（1943c）、46 頁。 
49 荒川左千代（1943c）、46 頁。 
50 南満洲鉄道株式会社地方部地方課（1916）、105 頁。 
51 近藤康男（1942）、156 頁。 
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条件も地力の蓄積に不利であった。このため、小作契約期間の短さと内容の不公平さは肥

料の使用を制約する要因となっていた。 

3．土糞の施肥効果 

前述したように、東北地域には大豆を中心とする輪作法が大幅に採用されていたので、

大豆の栽培により地力の減退を防ぐことができる。しかし、高粱、粟、玉蜀黍といった地

力減耗効果がある作物を連作する場合には、地力の維持と作物の増産が実現できるかどう

かは主に土糞の使用量に依存していた。すなわち、土糞の成分と効果は高粱、粟、小麦等

の農作物を増産させるにあたって、決定的な要因であった。土糞の肥料成分は地域と製法

によって差異があるが、概ね窒素 0.3％、燐酸 0.3％、加里 0.4％といった肥料成分になって

いた52。土糞の施肥効果については、公主嶺農事試験場の試験結果が参考になる。同資料に

よれば、「仮に大豆に土糞を陌あたり 11 トン施肥したとしても、僅か大豆の栽培を可能なら

しむる程度にしか過ぎない」と評価された53。すなわち、前述したように、東北平均施肥水

準の土糞を施肥しても、高粱、粟などの作物を連作する場合に、土壌の地力成分が侵蝕さ

れ、地力が減退することは避けられなかった。 

 

要するに、東北地域における在来耕作法は土糞に対する依存度が強かった。しかし、家

畜の不足、短期の小作契約期間等の制約によって、東北地域の土糞施肥が極めて少なく、

通常は年一作に止まっていた。また単位面積当たりの土糞施肥量からみて、北満地方は一

般に南満地方より少なかった。このため、在来肥料の不足は東北耕地生産性が低下してい

た要因であった。 

 

小 括 

 本章は 1910－1930 年の東北地域における農業生産の発展について、在来農業技術に重点

をおいて検討してきた。 

1910 年代以後、鉄道敷設の加速によって、東北地域に移住した関内移民の人口が増加し

た。関内移民は男性の農業若年労働者が多く、彼らの流入によって東北地域の土地開墾事

業は進展した。耕地の拡大に伴い、農産物の生産量も急増してきた。しかし、東北地域の

農業生産力の増長は、必ずしも土地生産性の進歩によってもたらされていたわけではなか

った。1924－1931 年の間に、東北地域の単位面積当たり穀物収穫量は絶えず減少していた。

その原因については、東北地域における農業生産の実態から明らかにする必要がある。 

まず農法から見ると、東北地域で採用された在来農法は、主に輪作法であった。東北地

域では自然条件と各作物の特性に基づいて、大豆を中心とする 3―4 年の輪作が基本となっ

ていた。東北地域における大豆を中心とする輪作法の採用によって、単一作物栽培法のリ

スクを回避するだけでなく、地力の低下と肥料の不足を緩和することに対しても効果があ

                                                        
52 荒川左千代（1941）、４頁。 
53 荒川左千代（1941）、4 頁。 
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った。 

東北地域においては、播種、耕起及び中耕は主に畜力に依存しており、除草と収穫は人

力に依存していた。このため、除草と収穫に際しては、農業労働力を確保することがとり

わけ重要になっていた。一方、耕起、播種及び中耕の作業では在来犂が必須の農具となっ

ており、最も重要な地位を占めていた。 

東北の在来犂は刃の部分（鏵子）を除き、当地の農民にとって求めやすかった木材が広

く使われ、主に自家製であった。在来犂は構造からいうならば、極めて簡易な農具であっ

た。しかしながら、東北の在来犂は作業の効率が比較的に高かった。 

また、東北では主に家畜によって播種、耕起、中耕、運搬等が行われていたので、家畜

の頭数が農業労働生産性の向上に対して、重要な意義をもっていた。そして家畜の糞は在

来肥料の原材料として使用されていたので、家畜が多いといということは、土地生産性の

向上に対しても、重要な意義をもっていた。しかし、1910－1931 年の東北地域において、

家畜の不足は深刻であり、農業生産力の向上を制限していた要因となっていた。 

そして最後に指摘するならば、東北農業は在来肥料の代表とする土糞に対しての依存度

が強かった。しかし、家畜の不足、小作契約期間の短さといった制約によって、東北地域

の土糞施肥量は少なく、畑作は一般に輪作の 2－3 年間に 1 回程度に止まっていた。施肥の

不足は、東北地域の土地生産性が低下していった大きな要因であった。 

まとめていえば、1910－1931 年の東北農業生産において、労働力の確保は勿論のこと、

家畜と在来肥料の不足を解決することも急迫する課題となっていたのである。 
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第二章 「満洲国」期の東北地域における農業生産と技術改良 

 
はじめに 

 本章は、「満洲国」期中国東北における農業技術の進展に焦点をあて、農業政策とその影

響を受け、変遷された農業生産高の推移と構成を検討する。農業技術については、具体的

に肥料の使用状況、農事試験場の設立とそれに主導された農産物の品種改良、「北海道農法」

の導入を代表とする農具・農法の改革などの諸問題を検討する。 

前章に述べたように、19 世紀末期以降、関内移民の中国東北地域への大量移住に伴って

中国東北地域の農業生産は飛躍的に発展してきた。その特徴は主に大豆とその一次加工品

（豆油、豆粕）の輸出に依存したモノカルチャ―型輸出経済であった54。しかし、1925 年か

ら世界市場では大豆の供給過剰が進み、中国東北からの大豆輸出には伸び悩みが現れた。

特に、1929 年に勃発した世界恐慌は東北地域の大豆輸出に決定的な打撃を与え、1930 年以

降、大豆の生産は不振に転じた55。「満洲事変」以後、日本政府は中国東北を食糧の生産基

地として「円ブロック」に組み入れ、穀物を増産して、「満洲国」を含む「円ブロック」の

食糧自給を実現しようとした。そして原料作物の増産により「円ブロック」の農産原料輸

入の削減と軽工業生産の原料確保を図るため、原料作物（棉花、麻類、甜菜、煙草）をは

じめとする多角的耕作を促進した56。このように、1930 年代の東北農業は 1920 年代に比べ

て大きく変貌した。 

一方、日本政府は「満洲国」の農業技術の水準を向上させるため、在来農業技術の改良

に取り組んでいた。「満洲国」成立以後、化学工業の発展にしたがって、1935 年から硫安等

の化学肥料の現地生産が始まり、化学肥料の使用が東北地域で進展して始まった。そして

「満洲国」政府は、1910 年代から満鉄が設立してきた農事試験場を拡大しただけでなく、

大豆をはじめとする各種農産物の品種改良を押し進めた。また、1937 年に日中戦争が勃発

すると、日本政府は戦時下における労働力不足と食糧増産という矛盾を解決するため、「北

海道農法」（「改良農法」）を東北地域に導入し、在来農具・農法の改良に着手した。「満洲

国」の東北地域における農業技術の成長をめぐるこうした動きが持っていた歴史的な意味

を検証することが、本章の課題である。こうした課題を設定した背景には、以下のような

研究史に対する理解がある。 

山本有造（2003）は「満洲国」期実施された農業政策の全体的な動向を論じたうえ、「満

洲国」期農業生産の特徴と農業生産力の水準を評価した。しかし、山本有造は農業政策と

農業生産力の検討に偏在し、「満洲国」期東北における農業技術の成長に関しては詳しく言

及してなかった。また、山本晴彦（2006）は中国東北における農事試験場の歴史を遡り、

農事試験場の業務内容、発刊された機関刊行物を紹介した。そして戦後期における中国吉

                                                        
54 山本有造（2003）、90 頁。 
55 山本有造（2003）、91 頁。 
56 山本有造（2003）、94 頁。 
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林省の農業試験研究機構の変遷に関して解明した。しかし、山本晴彦の研究は農事試験場

の歴史について、主に組織機構の設置、行政・人員の構成、機関誌の刊行状況等を検討し

てきたが、農業試験研究の成果から農業生産への具体的応用･普及・成果といった問題につ

いては実証的に論じていない。 

また、「満洲国」の農法改良について、玉真之介（1985）は「北海道農法」を「満洲国」

への導入過程を中心として、日本人農業移民の営農状態と「北海道農法」の必要性を論じ、

「北海道農法」の普及状況を評価した。そして「北海道農法」の導入に対して、今井良一

（2013）は日本人開拓団の営農実態から「北海道農法」の普及状況と成果を評価し、批判

を行っている。こうした「北海道農法」に対する批判は基本的に拙稿と立場を同じくする

ものであるが、後に述べるように、本章は今井良一の研究成果には土地生産性の増減とい

う問題を視野に入れ、「北海道農法」の効果を評価する。 

総じて、これまでの研究成果には大きく言って二つの弱点がある。第一は、「満洲国」期

農業技術の進展については、化学肥料を含む肥料の使用状況に対して検証を進めてみる余

地が残されているという問題である。これまでの研究が、1920 年代以来東北地域の農業で

は肥料、特に化学肥料の使用が少ないと言及されてきた。しかし、「満洲国」期から食糧を

増産するため、1920 年代より肥料の使用は進展していた。特に、1933 年に満洲化学工業株

式会社が設立され、1935 年から同社の大連工場は大規模な硫安生産を開始していた事は無

視できない。実際、東北地域では化学肥料の使用が継続して伸びていた。本章は農業試験

場の試験報告を利用して、1940 年代中国東北における化学肥料の普及の進展とその動因を

明らかにしたい。 

もう一つの弱点は、「満洲国」期東北各地に大量に設置された農事試験場が主導した良種

改良・普及事業に関することである。これまでの研究は主に水稲の品種改良に集中してい

た。しかし、1930 年代初頭において、「満洲国」農事試験所は大豆を含む畑作物に対する改

良も行っていたが、詳しく検討がされてこなかった。特に、九割以上の耕地面積を占めて

いた畑作良種の改良・普及の進展について、その実態を検討する必要がある。 

以上のことを踏まえて本論文では次の五点について分析を進めたい。第一に、東北地域

の農業生産に大きな影響を与えた「満洲国」期の農業政策を検討する。第二に、「満洲国」

農業政策と関連して、東北地域における農業生産の推移と特徴を明らかにする。第三に、「満

洲国」期の肥料の使用状況を、化学肥料を中心として検討する。特に、東北地域における

肥料使用の進展とその限界を確認する。第四に、「満洲国」農事試験場の主導によって展開

された品種改良事業の実態を水稲のみならず畑作物も含めて検証し、優良品種の普及状況

を説明する。そして最後に、農具の改良の面から「北海道農法」の導入過程とその歴史的

意味を考察する。依拠する主要な資料は、『満洲の農業』（1931 年）、『満洲の肥料』（1944）、

『満洲農業概要』（1941 年）、満洲国国立農事試験場の研究報告書、「満洲国」期の新聞・紀

要等である。 
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一、「満洲国」期の農業政策の変遷 

 １．「満洲国」建国期の農業政策 

 1933年3月1日に「満洲国」政府は「満洲国第一期経済建設」の計画大綱、いわゆる｢満洲

国経済建設綱要｣を発表した。その中で、農業の生産については、以下のように述べられて

いた。 

 

「(1)我国民経済は農を以て其根幹とす。而して農産増殖の目標は外国に依存する農

産物の自給を図ると共に一般農産物の輸出に努め以て農民大衆の福利を増進し其生活

を向上せしめんとす。 

(2)農産の改良増殖 

(イ)我農業経営の基幹を為す大豆､高梁､粟､玉萄黍に付ては之が栽培に指導奨励を加

え品種の改良と其の増殖を図る。 

(ロ)棉は栽培面積三十万町歩､繰棉年産続一億五千万斤に達せしむ。 

(ハ)小麦は栽培面積二百三十万町歩､年産額二千万石に達せしむ。 

(ニ)煙草､麻類､落花生､胡麻､蓖麻､忽布､甜菜､果樹､蔬菜等の栽培並枠蚕の飼育を奨

励して農業経営の改善並農家経済の緩和を図る。……」57（下線は引用者による） 

 

「満洲国」成立直後の農業政策から以下の3点が読み取ることが出来る。①大豆生産は東

北農業の基幹となっていたため、「満洲国」成立直後においても、大豆の増産が相変わらず

強調された。②「満洲国」政府は大豆市場価格の暴落及び国際市場の喪失による農業不況

から農村経済を救出するため、大豆を中心とする単一的耕作から、その他の食糧作物（高

粱、粟、玉蜀黍）の増産を促進しようとした。③日本政府は中国関内地域或いは外国に対

する原料作物の依存状態を脱却するため、農業政策のもう一つの重点を綿花、煙草、甜菜

をはじめとする原料作物の増産に置いた58。 

そして｢満洲国経済建設綱要｣には食糧作物の増産を実現するため、品種の改良をはじめ

とする在来農業技術の改進政策を進めることが明確に言及された。1935年から「満洲国」

政府は北満地方では改良品種の配給を行い､農業技術改良を図った59。しかし、1937年にな

ると、戦争状態が拡大するにともなって、生産指導を本格的に推し進めることはできなく

なった。 

 

2、日中戦争期の「満洲国」農業政策 

 日中戦争の勃発にともなう準戦時体制から戦時体制への移行は「満洲国」の農業政策に

新しい課題を課した。1937 年初から「満洲産業開発五ヵ年計画」が始まった。「満洲産業開

                                                        
57 陸軍省（1934）、7―8 頁。 
58 近藤康男（1942）、80 頁。 
59 陳祥（2011）、105 頁。 
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発五ヵ年計画」における生産力拡充の重点は鉱工業に置かれ、特に石炭の増産が第一重点

となっていたが、農業部門に関しても生産力の拡大は追求されていた。 

 

「1．有事の際特に必要とせられるものの現地調弁の見地よりする改良又は増産のため、

米・小麦・大麦・燕麦・ル―サン60・洋麻(ケナフ)・亜麻・蓖麻・棉花の九種目。 

2．農産物の自給自足を計る見地より改良又は増産を図るものとして、黄色葉煙草・甜

菜の二種類｡ 

3．其他国民生活安定の見地よりする改良又は増産作物として、高梁・大豆・粟・玉蜀

黍の四種類。……」61 

 

上述の計画目標をみると、農業部門の中では、大豆及び糧穀作物（高粱、粟、玉蜀黍）

の増産はむしろ抑制され、これに代わって食用作物としての米及び小麦、飼料作物（燕麦

等）、原料作物（甜菜、煙草、綿花等）の増産に重点が置かれていた62。すなわち、農業政

策の中心とする所は農民の自給作物を犠牲として、むしろ小麦、綿花、煙草等の増産を図

ることにあった。 

1938 年以降、日中戦争が泥沼化していくと、「満洲国」経済政策の重点は戦時物資動員体

制計画の遂行と生産力の拡充に置かれることになった。農業部門については、「円ブロック」

内部での食糧自給の向上によって、外貨節約を図ること、そして農産物を対第三国へ輸出

拡大することによって、外貨取得を進めることが目標とされた63。1938 年 5 月、「満洲産業

開発五ヵ年計画」は、修正案として再編された。その中で、農業政策については、「第一に、

輸出振興、輸入防遏の見地より増殖しようとするものとして、大豆、蕎麦、落花生、小麦、

洋麻、綿花、蓖麻、煙草、甜菜を挙げ、第二に、国民生活安定を図るための改良増殖をす

るものとして、高粱、粟、玉蜀黍、柞蠶を選び、第三に、軍需のために米、大麦、蕎麦、

ル―サンを増産する」ことが課題であるとされた64。この修正案が持っていた意義は「満洲

産業開発五ヵ年計画」によって進められていた原料作物の増産に対して見直しをはかり、

大豆をはじめとする食糧作物の増産が再び強調されるようになった。要するに、1938 年の

修正案は原料作物の増産に重点を置いた農業の多角化経営という 1937 年の方針から、外貨

獲得と食糧供給を確保するための大豆及び糧穀三品（高粱、粟、玉蜀黍）の増産奨励へと

転換をはかるものであった。 

 

3、太平洋戦争期の「満洲国」農業政策 

1941 年に太平洋戦争が勃発すると、「満洲国」に対して「大東亜共栄圏」の食糧基地とし

                                                        
60 アルファルファ（alfalfa）のことである。 
61 南満洲鉄道株式会社調査部(1939)、179 頁。 
62 山本有造(2003)、95 頁。 
63 山本有造(2003)、101 頁。 
64 近藤康男(1942)、83 頁。 
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て食糧増産を第一要務とすることが求められた。1941 年に制定された「第二次農業開発五

ヶ年計画」では「第一次五ヶ年計画」における重工業重点主義が訂正され、特に農業増産

の方法が明確に規定された。その内容は、以下のようであった。 

 

「農産物の増産については、わが国として極めて大きな人的資源を持ち更に又広大な

沃野をもっていることであるから、施すに適当なる施設を以てするならば現在に比較し

て数倍する生産額を高めることが出来ると思ふ。唯、農産物の増産といふことは速効的

な方策と云ふものは割合に少ないと考へられる。この問題は相当計画的に将来を見透し

て、各般の農産物増産方策を極めて地道にしかも堅実に実行しなければならぬと思って

いる。農産物の増産には一面耕地を拡張して行くと云ふことが必要である。従ってその

農地開発の一助として日本開拓民による開拓政策と云ふことも今後大いに進展させね

ばならぬと思ふ。特に開拓民の問題は大和民族の大陸政策の問題として、又国防上の見

地からも今後大いに力を入れなければならない。更に農産物の増産の問題としては農地

の拡張と並行して、単位面積当たりの収穫高を増加して行くことに努力しなければなら

ない。そのためには農業に於ける役畜の増加、農法農具の改良及び普及、又肥料の使用

などによる地力の回復と云ふことが重要である。それと共に、特に農業の指導といふこ

とが本当に農村なり農家なりに充分浸透していくと云ふことが極めて必要である。殊に

今日の満洲の実状から考へて政府の農事指導といふものが縣を通り村を通って、特に興

農会といふものを通ってこれが個々の農民にもよく徹底するといふ組織とそのよき運

営が望まれるので、将来さう云ふ方面にも大いに力を入れたいと思っている。……」65

（下線は引用者による） 

 

見られるように、1941 年に策定された「第二次農業開発五ヶ年計画」においては、単な

る増産目標の設定でなく、①日本開拓民による開拓政策、②役畜の増加、③農法農具の改

良及び普及、④肥料の使用による地力回復等といった農業増産の方策が具体的に提起され

ていた。 

 

4．「満洲国」期の農業統制政策 

「満洲産業開発五ヵ年計画」の実施と同時に農産物に対する統制が開始された。1937年8

月3日、「満洲国」政府は消費物資の価格を抑制するために「暴利取締に関する件」を公布

し、主要食糧として、米、小麦粉、玉蜀黍、粟を価格統制の対象に含めた66。1938年12月以

降になると、満洲糧穀株式会社（高粱、粟、玉蜀黍、米）、満洲特産専管公社（大豆）、満

洲穀粉管理株式会社（小麦）という三大農産物統制機関を設立し、中国東北における農産

物統一規制を本格的に展開していった。こうした農産物に対する価格・流通統制の強化は、

                                                        
65 近藤康男(1942)、84―87 頁。原資料は武部六蔵（1941）。 
66 山本有造(2003)、102 頁。 
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東北の農家経済を圧迫していった。更に、1941年12月に太平洋戦争が勃発すると、「円ブロ

ック」における食糧自給問題が緊迫になって、「満洲国」における農産物の増産と集荷が最

重要の国策となった。このため、1940年10月に制定された「特産物専管法」及び「糧穀管

理法」が展開された同時に、農産物統制の種類と価格が一層強化拡大された67。統制強化に

よる農産物の流通管制と低公定価格は、農業統制政策の悪影響を農業生産に与え、後に見

るように農業生産を全体として停滞させた。まとめて言えば、1937年以降、「満洲国」の農

業統制政策は主に流通過程に局限され、生産過程の改善は放棄されることになった68。即ち、

農業そのものの発展を追求する余力が無くなり、専ら日本帝国の戦時需要に応じて農産物

を収奪することに終始するようになっていたのである。結局、「満洲国」政府が1930年代後

半から推し進めた農業統制政策は、農業生産の発展を阻害した。 

ところで「満洲国」では太平洋戦争期になると、農業部門の労働力に対する統制も強化

された。「満洲国」の鉱工業が進展することにともなって、農村部から労働力の確保が重視

されるようになった。一方、「満洲国」政府は関内労働者に対する「入満」の制限を強化し

た69。これらの動きにより農業労働力不足が深刻化し、農法の粗放化及び土地生産性の低下

を招くことになってしまった。 

 

二、「満洲国」期の中国東北地域における農業生産の状況 

１．「満洲国」期の中国東北地域における農業の収穫量について 

 前述したように、日本政府は「満洲国」を「円ブロック」に組み入れ、中国東北の農業

生産を「円ブロック」の全体の需要に応じて改造させようとした。実際、「満洲国」期の農

業政策は東北地域の農業生産に大きな影響を与え、その内容を変化させた。 

表 2.1 に基づいて、「満洲国」期の中国東北地域における農産物の総収穫量を確認すると、

農業生産は 1931 年に比べても、常に低水準に止まっていた。また、耕地の単位面積当たり

収穫量についても、全期間を通して、1931 年より少なく、耕地の生産性が進歩してなかっ

たことが見て取れる。 

「満洲国」期の農業生産について、年代別に検討すると、1931－1934 年の間に大豆を中

心とする食糧作物の収穫量が減少していた。前述したように、「満洲国」成立直後、「満洲

国」の農業政策は食糧作物の増産を図ったが、世界市場不況の打撃に加え、上海・天津等

の輸出港をはじめとする国際・関内市場の喪失によって、東北地域の大豆生産が減少を余

儀なくされた。このため、大豆を柱とする農業生産の全体が不況に陥った。 

そして 1935－1938 年の間に、食糧作物の収穫量が回復し、穏やかな成長が短時期に実現

した。この時期において、「満洲国」の社会経済が安定に向かい、そして「満洲国第一期経

済建設」の増産政策の実行によって、農産物の生産は拡大した。 

                                                        
67 山本有造(2003)、103 頁。 
68 権哲男（2005）、144 頁。 
69 玉真之介（2001a）、162 頁。 
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しかし、1939－1942 年の間に日中戦争及び太平洋戦争の勃発に従って、「満洲国」の農産

物生産は再び減少し、その後は停滞を余儀なくされた70。前述したように、1937 年から始ま

る「満洲産業開発五ヵ年計画」は生産力拡充の重点は鉱工業に極めて偏在され、農業が従

属的な役割をもっていたが、1941 年になると、「満洲国」の食糧増産を第一要務として強調

され、農業技術の改良により増産方針が明確化された。しかし、結局のところ、「満洲国」

政府による農産物価格・流通統制の強化、農業投資の不足等によって、農業生産力は停滞

を余儀なくされた。 

最後に、1943―1944 年の間に、連続 2 年の「豊作」が見られたことについても触れてお

こう。安冨歩（1996）はその「豊作」の原因について、好天気に恵まれたこともあったが、

1943 年より展開された農産物増産方策と農業金融政策によって農業への生産要素の投入が

増加したことであったと指摘した71。これまでの研究の盲点を突く興味深い指摘である。し

かし、この問題については、前述したように、農業統制政策の強化によって農民からの収

奪が強化されていたことについても考慮される必要がある。農業生産力の拡大と収奪の強

化がそれぞれどのような働きをしていたかを総括的に評価することは、今後に残さざるを

得ない大きな検討課題である。 

 表 2.1 「満洲国」期の東北地域における農産物収穫高 

単位：トン、ha 

年代 ①農産物生産高 ②耕地面積 ①/② 

1931 18,457,000 100 13,733,000 100 1.344 100 

1932 15,395,269 83 12,664,934 93 1.215 90 

1933 16,846,690 91 13,241,240 96 1.272 95 

1934 13,431,870 73 11,897,340 87 1.129 84 

1935 15,356,948 83 12,415,033 90 1.237 92 

1936 16,274,898 88 13,058,892 95 1.246 93 

1937 16,592,225 90 13,561,258 99 1.223 91 

1938 17,318,628 94 14,461,828 105 1.197 89 

1939 15,997,382 87 13,031,895 95 1.064 91 

1940 16,373,052 89 15,196,339 111 1.077 80 

1941 16,653,132 90 14,981,271 109 1.112 83 

1942 15,132,161 82 14,703,201 107 1.029 77 

1943 16,969,284 92 14,687,926 106 1.155 86 

1944 17,433,543 94 15,180,123 111 1.148 85 

出所：東北物資調節委員会、『東北経済小叢書 農産（生産篇）』、京華印書局、1948 年、

４頁。 
                                                        
70 権哲男（2005）、131 頁。 
71 安冨歩（1996）、71 頁。 
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2.「満洲国」期の中国東北地域における農業生産の変遷 

ここまで論じてきたように、「満洲国」期において、東北地域の農業生産は 1920 年代の

水準に及ばなかった。しかし、作物別の動向に立ち入って見てみると、農業政策の影響を

受け、主要農作物の生産高は 1920 年代より様々な変化を見せていた。次に、「満洲国」期

農業生産の特徴を確認しておこう。 

 

表 2.2 「満洲国」期の東北地域における主要農作物の農作物全体生産高に占める割合 

％ 

穀物作物 油用作物 原料作物 
年代 

高粱 粟 玉蜀黍 小麦 水稲 合計 大豆 綿花 甜菜 合計 
その他 全作物 

1931 24.4 16.0 9.3 8.6 0.9 59.2 28.3 ― ― ― 12.5 100.0 

1932 24.2 16.9 9.9 7.4 0.7 59.1 28.8 ― 0.1 ― 12.0 100.0 

1933 25.1 19.4 11.1 5.1 1.0 61.7 27.3 0.4 0.1 0.5 10.5 100.0 

1934 26.7 19.6 12.0 4.8 1.6 64.7 26.8 0.6 0.1 0.7 7.8 100.0 

1935 25.0 19.3 11.7 6.6 2.0 64.6 24.9 0.5 ― ― 10.0 100.0 

1936 24.5 19.7 12.9 5.9 2.7 65.7 25.6 0.3 0.3 0.6 8.1 100.0 

1937 24.1 19.9 12.7 5.4 3.1 65.2 24.9 0.4 0.6 1.0 8.9 100.0 

1938 24.4 17.9 14.4 5.1 3.4 65.2 25.6 0.3 0.7 1.0 8.2 100.0 

1939 25.1 17.9 14.7 5.8 4.3 67.8 23.4 0.4 0.9 1.3 7.5 100.0 

1940 25.2 19.9 17.4 5.2 3.5 71.2 20.9 0.5 1.0 1.5 6.4 100.0 

1941 25.5 16.9 17.5 4.9 4.3 69.1 19.2 0.4 1.3 1.7 10.0 100.0 

1942 25.0 15.6 19.6 4.3 3.5 68.0 18.7 0.3 0.9 1.2 12.1 100.0 

1943 27.3 17.6 21.6 2.1 3.8 72.4 18.1 1.3 0.9 2.1 7.3 100.0 

1944 28.2 17.4 20.9 2.0 4.0 72.5 19.6 1.8 1.0 2.8 5.1 100.0 

出所：東北物資調節委員会、『東北経済小叢書 農産（生産篇）』、京華印書局、1948 年、

40―150 頁より筆者作成。 
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表 2.3 「満洲国」期の東北地域における主要農作物の生産高 

単位：千トン 

穀物作物 油用作物 原料作物 
年代 

高粱 粟 玉蜀黍 小麦 水稲 大豆 綿花 甜菜 

1931 4497.0 100 2960.0 100 1706.0 100 1580.0 100 158.6 100 5227.0 100 ― ― ― ― 

1932 3722.9 83 2580.5 87 1525.4 89 1133.1 72 109.8 69 4439.4 85 ― ― 10.6 100 

1933 4229.4 94 3273.0 111 1868.3 110 863.5 55 166.0 104 4601.0 88 58.4 100 23.1 218 

1934 3588.6 80 2093.2 70 1609.4 94 638.6 40 213.3 134 3599.5 69 83.3 143 18.1 171 

1935 3842.4 85 2970.4 100 1801.1 106 1015.5 64 307.2 194 3822.3 73 38.1 65 ― ― 

1936 3980.7 88 3037.6 103 2099.1 123 953.2 60 438.0 276 4175.5 80 57.3 98 45.0 425 

1937 4003.9 89 3138.5 106 2098.9 123 897.4 57 521.6 328 4128.9 79 68.3 117 91.4 862 

1938 4227.5 94 3083.9 105 2490.7 146 880.0 56 599.6 378 4433.0 85 44.3 76 118.8 1120 

1939 4009.4 89 2873.3 97 2356.1 138 921.9 58 695.6 439 3746.8 72 57.0 98 145.7 1374 

1940 4131.1 92 3087.9 104 2852.4 167 848.9 54 589.1 371 3425.2 66 76.0 130 165.8 1564 

1941 4241.6 94 2809.2 95 2923.1 171 808.1 51 723.7 456 3191.0 61 71.2 122 216.0 2037 

1942 4034.9 90 2504.9 85 2973.0 174 656.0 52 532.4 335 2837.2 55 53.4 91 130.0 1226 

1943 4752.3 106 3033.3 102 3657.4 214 357.9 23 651.6 411 3066.1 59 92.0 158 148.9 1405 

1944 4917.8 109 3038.5 103 3650.5 214 345.5 22 698.2 440 3414.5 65 104.6 179 177.5 1675 

出所：東北物資調節委員会、『東北経済小叢書 農産（生産篇）』、京華印書局、1948 年、

40―150 頁より筆者作成。 

 

中国東北地域の穀物作物、油用作物、原料作物生産高の構成を示した表 2.2 によると、1933

年には、穀物作物は 61.7％、油用作物（大豆）は 27.3％を占め、両者を合わせると 89.0％

にも達した。綿花、甜菜をはじめの原料作物は僅か 0.5％に過ぎなかった。しかし、その後

は、穀物作物、原料作物の割合が増長し続けていた。1944 年まで、穀物作物の割合は 72.5％

に上昇したが、油用作物は 19.6％しか占めてなかった。表 2.2 と表 2.3 を考える上では、「満

洲国」期における農業構造を作物別にみてみよう。 

「満洲国」期における作物別の農業生産については、横田長光・高橋留蔵が 1943 年に行

った研究が参考になる。そこでは横田・高橋は以下のように述べている。 

 

①穀物作物（高粱・粟･玉蜀黍）の生産について 

「高粱は作付面積 350 万陌年産額 450 万瓲、粟は作付面積 280 万陌年産額 300 万瓲、

玉蜀黍は作付面積 180 万陌年産額 230 万瓲、夫々満洲農民の主食品として重用さるほか

北支、朝鮮をも潤ほし、日本に対しては主として飼料として寄興している……」72（下

                                                        
72 横田長光・高橋留蔵（1943）、74 頁。 
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線は引用者による） 

ここで述べられたように、高粱、粟、玉蜀黍は東北地域農家の主な自給作物であったが、

「満洲国」期には華北･朝鮮及び日本本土にも輸出されていた。表 2.2 から見て、高粱、粟、

玉蜀黍といった雑穀の農作物全体生産高に占める割合はいずれも 1931 年より増長の傾向が

現れた。そのなかで、玉蜀黍の増長は一番著しく、農作物全体生産高に占める割合が 1931

年の 9.3％から 1944 年の 20.9％に急増していた。また、高粱は 28.2％、粟は 17.4％に増加

した（表 2.2）。穀物増産を遂げた要因については、①「満洲国」を「円ブロック」組み入

れるため、食糧の増産を重視していたため、食糧増産政策は高粱、玉蜀黍、粟の生産に対

して、一定の成功を収めていた。②農民が農業不況・農業統制の対策として、大豆、小麦、

綿花などの商品作物の栽培より、むしろ粟、玉蜀黍、高粱等の農家自給作物に転換する傾

向を示すことであった。 

 

②大豆の生産について 

「大豆は作付面積 360 万陌年産額 400 万瓲満洲農産物の大宗として名高く、食料品と

しては蛋白質、脂肪に富み、澱粉に偏する米食国民の福食物として缺くべからず、味噌、

醤油、納豆等日常生活物資原料として使用され、且つその過半は搾油原料となり油は工

業原料並に食用とされ、豆粕は工業原料、飼料、肥料に、最近豆稈はパルブ原料として

その用途上新生面を開き、茎莢は羊の飼料にと広範囲なる用途を有し、日本の対満期待

の上に大なる足跡を印しつてある……」73 

 

横田長光・高橋留蔵（1943）に述べられたように、「満洲国」期において大豆生産が相変

らず農業生産、更に国民経済の中で重要な地位を占め、1930 年代になると新たな用途が開

拓されていた。しかし、大豆の生産が順調に回復できず、減産せざるを得なかった。かつ

て東北農業経済の主体とした大豆の割合が 1931 年の 28.3％から 1944 年の 19.6％に急減し

ていった（表 2.3）。「満洲国」期において、農業政策は大豆の増産を促進しようとしたが、

外貨獲得といった緊急課題に迫られての応急対策にほかならなかった74。結局、外部市場の

需要に大きく依存していた東北の大豆生産が不振に転じた。また、表 2.2 に基づいて、東北

地域の穀物生産の構造をみたら、商品化の高い小麦の生産も大豆と同様な動向が示して、

8.6％から 2.0％に急減した。要するに、「満洲国」期の農業生産は商品作物の大豆と小麦が

大きく後退していたと言えよう。 

 

③原料作物の生産について 

「其の他繊維作物、油料作物は直接軍需用として対日寄輿に新たなる視野を展開し、

                                                        
73 横田長光・高橋留蔵（1943）、74 頁。 
74 山本有造（2003）、105 頁。 
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いずれも決戦下増産必成に偉力を発揮してある……」75 

 

即ち、軍需及び軽工業の原料とする綿花･甜菜等に対して、日本政府は大きな期待を持ち、

その農業政策が原料作物の増産を極力に促進しようとした。しかし、「満洲国」期を通じて、

綿花、甜菜等といった原料作物の生産量は 1920 年代より拡大されたが、農作物全体生産高

に占める割合は僅か 3％であった（表 2.2、表 2.3）。原料作物の増産を遂げなかった原因に

ついて、原料作物の転換は大豆を中心とする輪作法76に基づく在来農法の根本を動揺させ、

地力の減退を招いてしまうことであった77。要するに、原料作物の増産を中心とする多角化

農業経営の転換がうまくいかなかった。 

 

「満洲国」期において、東北農業の生産高は全体として言うならば、1920 年代の水準に

達さなかった。しかし、玉蜀黍をはじめとする穀物作物については、増産が目覚しかった。

一方、「満洲国」政府は農産物の増産を促進するため、在来農業技術に対する改良政策を行

った。以下に、「満洲国」における化学肥料の使用、優良品種の改良、農具･農法の改良の

進展を中心として検討しておく。 

 

三、「満洲国」期における化学肥料の生産と使用 

「満洲国」期には重化学工業が急速に成長し、化学肥料の生産能力も拡大した。以下で

は「満洲国」期になってからの中国東北における化学肥料の使用状況を確認しておこう。 

１．「満洲国」における化学肥料の生産について 

峰毅（2009）は「満洲国」期中国東北地域で化学工業の進展について詳細に検討した78。

峰毅の研究成果によると、「満洲国」期に中国東北地域において生産された化学肥料は、単

なる硫安であった。最初の硫安は撫順の都市ガス生産の際に副生されたもので、後には製

鉄生産やオイルセイル生産からも硫安が副生された79。1933 年には大連に満洲化学肥料工場

が設立され、1935 から硫安の生産が本格的に開始された。満洲化学大連工場は最新のウ―

デ法による硫安 18 万トンの年生産能力を持っていた80。このため、東北地域で生産された

硫安は、オイルセイル硫安、モンド硫安、鞍山硫安、満化硫安及びガス硫安などの種類が

あったが、その年生産量は約 20 万トン、満化硫安の生産量が約 77％を占めていた81。又、

「中国東北に移住した日本人農業移民は窒素肥料以外にも燐酸肥料や加里肥料も使用して

いたが、その需要量が極めて少ないため、主に日本本土からの輸入品に依存していた」こ

                                                        
75 横田長光・高橋留蔵（1943）、74 頁。 
76 第一章第二節（11－12 頁）を参照されたい。 
77 近藤康男（1942）、82 頁。 
78 峰毅（2009）、186―188 頁を参照されたい。 
79 峰毅（2009）、186 頁。 
80 峰毅（2009）、187 頁。 
81 荒川左千代（1941）、8 頁。 
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とであった82。 

 

表 2.4 「満洲国」期における硫安の生産高と使用実績 

単位：トン 

年度 生産量 満洲の使用実績 

1934 57,719 686 

1935 172,785 2,649 

1936 181,713 3,243 

1937 214,381 9,954 

1938 193,213 15,000 

1939 152,836 20,500 

1940 219,331 34,200 

1941 190,483 30,000 

1942 162,862 42,000 

1943 91,725 ―― 

1944 58,000 ―― 

出所：須永徳武、「満洲の化学工業（下）」、『立教経済学研究』、第 60 巻第 4 号、2007

年、113 頁。元資料は「窒素肥料並硝安爆発対策（案）」、『張公権文書』、7－23 頁。 

注：1941、42 年の使用実績は予想値。 

 

2.「満洲国」における化学肥料の使用について 

これまでの研究成果は中国東北の農業が粗放で、生産の拡大が農地開墾面積の拡大及び

労働力の増加に依存して追及され、化学肥料の使用は少なかったと指摘してきた。化学肥

料は統制物資として、1941 年から日本政府の配給下に置かれた。このため、化学肥料の使

用は著しく制約を被って、中国東北現地では、化学肥料の使用は極めて少なく、生産され

た大部分は台湾、朝鮮及び日本内地に調達された83。東北地域における単位面耕地積当たり

化学肥料の使用量から見て、「満洲国」期においてまだ極めて少ない段階に止まっていた。

加えて、大部分の化学肥料日本人開拓団と朝鮮人移民に使われ、その使用範囲も主に水稲、

綿花、甜菜等に限定され、畑作物に対する使用が極めて少なかった。こうした評価は基本

的に正しいと考える。しかし、1930 年代と比べると、「満洲国」期には化学肥料の生産能力

と使用量が拡大していたという事実がこれまでの研究が詳しい検討がされてなかった。

1934－1940 年の間に「満洲国」における化学肥料の使用量が絶えず急増していて、1940 年

の既に 34,200 トンに達し、僅か 6 年間に 5 倍ほども急激に拡大した（表 2.4）。化学肥料使

                                                        
82 峰毅（2009）、187 頁。 
83 峰毅（2009）、187 頁。 
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用の拡大は以下の要因から考えられる。 

 

「①「満洲国農産物増産五箇年計画」に伴い、農業生産の多角化と工業原料の自給化

を促し、工業用の農産物、特に綿花、煙草、甜菜、洋麻等が急激に増産され、化学肥料

の使用が漸次に東北農家に拡散すること。 

②南満地方における地力の減退と食糧増収の対策として高粱、小麦、玉蜀黍等の主要

食糧作物に対して、化学肥料の使用が始まること。 

③日本人農業開拓団の移住によって、日本内地の農業技術が東北地域に導入してきた。

特に果樹、蔬菜、煙草などの栽培に化学肥料を使用する結果、その消費量の増加と共に、

化学肥料の使用方法は東北農家に拡散しつつあること。 

④南満地方は勿論、北満地方においても化学肥料の試験的使用を実施しつつあること。 

⑤南満地方における水田経営において、硫安の使用に慣れた朝鮮人移民は勿論、各地

における水田に対して、漸次硫安の使用が増大してきた。そして水稲に対して、政府も

その合理的な硫安使用を奨励しつつあること。……」84 

 

ここで指摘されていることの中で、特に注目すべきは以下の 3 点である。①政府の多角

的農業生産政策の展開、②政府の増収政策、③中国農民が日本人及び朝鮮人移民の農法の

習得等の要因によって、東北農家の化学肥料に対する需要量が増加してきた。また、南満

地方においては、地力の低下と零細耕作が北満地方より進んでいたので、化学肥料の使用

が進展した。 

 

3. 化学肥料の効果について 

農事試験場の試験結果により化学肥料の増収効果を確認すると、作物の種類によって差

異があったが、大体 1.25－2.03 倍の増収を示していた85。無施肥に比較すると、穀物の中で

水稲と小麦の増産率が 1.70－2.00 倍に達し、工業原料の綿花、洋麻及び亜麻も 1.30―1.50

倍の増産を示していた86。このように、もし化学肥料の供給と使用が安定かつ充分に確保で

きたら、化学肥料の使用が東北農業の増産に対して顕著な効果を持っていたはずだと考え

られよう。 

要するに、「満洲国」期において、化学肥料の生産能力と使用量は 1920 年代より確実に

進展したが、戦争の勃発による化学肥料の供給不足、使用範囲の制限などの要因によって、

化学肥料の使用水準は高まらなかった。このため、化学肥料の使用は東北農業の増産に繋

がれなかった。「満洲国」期の東北地域で化学肥料は初めて実際に使用されたが、在来肥料

                                                        
84 荒川左千代（1941）、9 頁。 
85 荒川左千代、（1943c）、74 頁。 
86 荒川左千代（1943ｃ）、74 頁。 
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の土糞87はまだ肥料全体の大部分を占めていた。一方、化学肥料の使用により農作物が高い

増産率を示す傾向があり、化学肥料の使用は東北農業の増産にとって、有望な事業だと言

えよう。 

 

四、「満洲国」期における優良品種の改良 

１．東北地域における農事試験場の歴史 

1932 年に「満洲国」が成立してから、在来農法から脱却して食糧の増産を進めるために、

満鉄が設立し運営していた農事試験場・農事試作場等が強化された。東北地域における農

業実験機関の設立の歴史を遡ったら、満鉄の初代総裁後藤新平は満洲の産業開発が天然資

源の開発と並んで農畜林業の開発を根幹とすることを就任情由書において指摘し、10 年以

内に 50 万の移民と数百万の家畜の必要性を強調した88。従って、満鉄は創業直後から農業

技の改良発達を図ることを最大の急務として、満蒙の農業事業の調査に着手し、1908 年に

大連と瓦房店に苗圃を設け、翌年にその規模を鉄道沿線各地に拡大した89。同時に、熊岳城

に苗圃が設置され、果樹、蔬菜及び一般作物の試作も展開された90。また、1913 年に奉天省

公主嶺の付属地内約 200ha の産業試験場本場を創設して、農業の立地条件の調査研究と水稲

の品種改良及び各種果樹の試作を行い、同時に熊岳城苗圃を農事試験分場とした91。1918

年には農事試験場公主嶺本場と熊岳城分場と改称された92。更に、1924 年にハルビン農事育

成所が設立され、畜産、作物、果樹の三部門に北満特有の優良品種の増殖に努めた93。この

ように、農事試験場の規模は北満地方に拡大され、実験内容も一層充実になった。 

1932 年「満洲国」建国以後、満鉄が設立し運営していた農事試験場・農事試作場等は引

き続き運営していた。1934 年には「満洲国」政府は満蒙開拓団の主要な入植地である北満

地方で食糧の増産を実現するため、北満地方の克山、ハルビン、佳木斯等の地方に多くの

農事試験場を設立した94。1938 年 3 月、満鉄農事試験場と満洲国立農事試験場の二つの組織

が国立に一元化され、更に 1941 年 7 月の疎令により、公主嶺農事試験場を中央試験場とし、

その他の試験場を試験場分場とする官制が公布された95。また、各省には勧農模範場、県旗

には勧農場が設立され、原種場・採取圃・種畜場・苗圃の経営、農事訓練の展開、簡易農

事試験の実施等の業務が法制化されたが、資材・予算の不足のため、うまく機能を果たす

までには至らない状況になった96。 

                                                        
87 第一章第五節（20―22 頁）を参照されたい。 
88 財団法人満鉄会（1986）、446 頁。 
89 財団法人満鉄会（1986）、446 頁。 
90 山本晴彦（2006）、28 頁。 
91 財団法人満鉄会（1986）、446 頁。 
92 山本晴彦（2006）、28 頁。 
93 財団法人満鉄会 (1986)、446 頁。 
94 山本晴彦（2006）、30 頁。 
95 山本晴彦(2006)、31 頁。 
96 山本晴彦(2006)、31 頁。 
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2.農事試験場の良種育成･普及事業 

農事試験場は、良種育成・家畜改良・土壌肥料・機械耕作・在来耕作農法等の各試験及

び調査を大幅に行っていたが、その中で食糧作物良種の育成は主に以下のようであった。 

① 大豆奨励品種の育成 

大豆優良品種としては、如意珠及び黄宝珠の二種であった。大豆品種の増殖は開原、四平

街及び大屯原種圃、農事試験場公主嶺本場並び銭家店試作場の五地方にて行っていた。1935

年における施行面積は合計約 36 万坪であり、優良品種の配布に提供したものは約 6 万 5 千

トンが生産された97。 

② 水稲奨励品種の改良 

水稲優良品種としては、南部適種の大原、万年、紅糯、中部適種の京租、嘉笠、北部適種

の北海、田泰、青盛等の八種であった。その育成は大楡樹及び撫順採種田並び農事試験場

熊岳城分場において行っていた。1935 年における施行面積は合計約 14 万坪であり、優良品

種の配布に提供したものは約 6 万トンが生産された98。 

③ 粟奨励品種の育成 

粟優良品種としては、「新茶白」を「大白」と改称し、1931 年から開原、四平街及び大屯

原種圃において育成し、1933 年から試作の農民に配布して始まった。1935 年における施行

面積は合計約 30 万 4 千坪であり、優良品種の配布に提供したものは約 2 万トンが生産され

た99。 

また、農事試験場は｢満洲国｣の農業改良政策の実施に相まって、優良品種の普及を積極

的に行っていた（表 2.5）。 

 

表 2.5 1931－1934 年における「満洲国」農業試験場の優良品種普及成績 

単位：トン 

種別 1931 年 1932 年 1933 年 1934 年 配布開始年度乃至 1934 年 

改良大豆種子 1,257,000 1,960,000 610,400 644,353 6,620,553 
改良水稲種子 47,600 54,900 57,300 57,597 634,697 

改良粟種子（大白） ― ― 61,500 76,206 228,906 
出所：南満洲鉄道株式会社地方部、『地方経営梗概（昭和 6 年）』、249－250 頁；『地方経

営梗概（昭和７年）』、239 頁；『地方経営梗概（昭和 9 年）』、236 頁；『地方経営梗概（昭和

10 年）』、245 頁より筆者作成。 

 

要する、1930 年代初頭に農事試験場に主導された優良品種の改良と普及事業は本格的に

展開されていた。しかし、1937 年以後、戦争の勃発に従って優良品種の普及に関する資料

                                                        
97 南満洲鉄道株式会社地方部（1934）、223 頁。 
98 南満洲鉄道株式会社地方部（1934）、223 頁。 
99 南満洲鉄道株式会社地方部（1934）、223 頁。 
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が無くなり、優良品種の普及事業が停滞になったと推測することが許されよう。「満洲国」

期の品種の改良・普及事業は農作物の増産に大きな貢献を上げなかったが、農作物産量の

増加だけでなく、栽培範囲の拡大等に対しても期待できる事業である。1948 年以降、満洲

農事試験場が中共により継承され、東北の品種改良に継続して行っていた。 

 

五、「北海道農法」の導入について  

１．満洲移民政策と営農問題 

第一章に紹介したように、東北地域で普通に行われていた在来農法、特に除草と収穫作

業は完全に人力に依存するものであった。要するに、東北地域の在来農法は「広大なる沃

野と豊富低廉なる人間労働力を惜しみなく使用し得ると言ふ最も原始的条件の下で維持さ

れてきた」ものであった100。「満洲国」成立直後、1932 年の匡農議会において日本人移民の

五百人に対する助成費が議決され、同年 10 月に第一回の移民が東北地域へ上陸した101。そ

して 1937 年 5 月に、日本人移民の規模を拡大するため、関東軍は「満洲農業移民百万戸移

住計画(案)」を策定して、日本政府に迫った。ついに同年 8 月に広田内閣によって 20 ヶ年

百万戸移民計画が七大重要国策の一つと公認されたのである102。 

又、前述したように、1941 年に太平洋戦争の勃発にしたがって、「円ブロック」内の食糧

増産が最重要課題となっていた。日本政府は戦時下における労働力不足と食糧増産という

矛盾を解決し、特に日本人開拓団を東北地域に定住させるため、農業技術の改良を通じて

農法の高度化と労働生産性の向上を進歩させ、東北地域の農業を増産させようとした103。

日本人開拓団による東北地域農業開発の政策を 1942 年の事例から考察したら以下のようで

ある。 

 

「拓務省が重要国策の一として主力を注いで来た満洲開拓民二十ヶ年百万戸送出計

画は大東亜省の新設とともにそのまま引継がれたが本十七年度からの第二期五ヶ年計

画では一般開拓民は二十二万戸、義勇隊は十三万人送出が目標とされており、大東亜省

としては満洲事務局が直接これを担当し活溌な努力が期待されているが昭和十八年度

における開拓民送出方針、予定数ならびに開拓現地の各種施設改善策の計画大要は左の

通りで、さきに決定された第二期五ヶ年計画の要綱に基づいている。 

 一、送出数 (イ)開拓民新規一五、〇〇〇戸、ほかに既定計画に基くもの四、六八〇

戸(ロ)青少軍義勇隊一五、〇〇〇人。 

 一、改善刷新事項 (イ)集団開拓団は五十戸以上をもって構成するものとし集合開拓

団はこれを廃止すること(ロ)開拓団編成計画の責任主体を市町村または市町村の連合

                                                        
100 玉真之介（2001a）、161 頁。原資料は津田守誠、『増産計画の実績並びに今後の方向』、

日満農政研究会新京事務局、1941 年。 
101 近藤康男（1942）、78 頁。 
102 玉真之介（1985）、3 頁。 
103 玉真之介（1985）、2 頁。 



 

 40 

体として各種補助金はこれを綜合的に責任主体に交附すること(ハ)青少年義勇隊訓練

生の保護、衛生施設を充実すること(ニ)女子青年の進出を促進すべき方策を講じ所要の

施設を整備充実すること(ホ)開拓団および青少年義勇隊指導員制度の刷新(ヘ)改良農具

による積極的営豊法の指導普及(ト)北海道農法による改良農具の普及徹底をはかるた

め少くとも既入植開拓民五十戸につき一組の割合をもってこれが交附をなすこと。 

 一、昭和十八年度以降入殖する開拓民に対しては当初より改良農法を実施せしむるが

ごとく営農指導をなしかつこれに要する農具の整備をはかること。 

 一、改良農法の積極的普及をはかるためこれが伝習機関として北方農業技術伝習所を

設置し指導員義勇隊および一般開拓民のうち中心となるべき人物に対しこれが技術伝

達に努めること。 

 一、開拓地営農の進展をはかるため日本馬を移植するとともに飼養設備の改善、病弱

馬の保護の万全を期すること。 

 一、開拓民および青少年義勇隊に対する訓練費、渡航費ならびに開拓地施設費補助に

ついては近時の物価事情を参酌しこれが単価の引上げにつき考慮すること。 

 一、開拓保健団を設定し開拓地改良機関を整備充実するとともに予防および保健衛生

施設の万全を期すること。……」104（下線は引用者による） 

 

まとめて言えば、1941 年以降、大規模な日本人農業移民の送出と在来農法の改良は満洲

農業開発政策の中心的内容となっていた。このようにして、「満洲国」に「北海道農法」へ

の導入という試みが行われた。 

 

2．「北海道農法」について 

「北海道農法」とは、東北地域の気候条件に似た北海道で採用された畜力農法で、「プラ

オ、ハロ―等の畜力用農具による耕種法の採用と、北方寒地帯に合理的な有畜農業」105と

まとめられている。詳しく言えば、畜力用のプラウ、ハロ―、カルチベ―タ―等の農具の

使用を通じて、東北の在来農業に改良を加えた農法である。また、牧草、根菜類等の多様

作物栽培による長期輪作を行い、家畜の飼育も行っていた。この類型の農法は北海道から

「満洲国」に移住してきた日本人開拓団により持ち込み、「開拓地」に普及していた農業技

術なので、「開拓地畑作農業技術の型」と言われた106。「北海道農法」の優越性について、

玉真之介（1985）は北海道式畜力農具の使用による労働力の集約と季節配分、又家畜の飼

育による肥料増産、そして雇用労働と購入肥料の減軽による経営安定化、更に乳製品の生

産による栄養改善という総合的な農業経営方法と総括した107。1938－1941 年の間に、開拓

                                                        
104「大東亜、鉄道、逓信三省重要国策」、『大阪毎日新聞』、1942 年 11 月 8 日。 
105 玉真之介（1985）、11 頁。 原資料は開拓総局、『開拓農業試験場について』、1940 年、4
頁。 
106 横田長光・高橋留蔵（1943）、75 頁。 
107 玉真之介（1985）、11 頁。 
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団農業試験場及び北学田開拓団の実験の好成績を遂げた上、1941 年から開拓総局に制定さ

れた「開拓民営農指導要領」により、「北海道農法」を「改良農法」に改名して、各開拓団

の採用・普及を促進した108。 

 

3.「北海道農法」の定着と限界について 

今井良一（2013）では第一次開拓団をはじめとする各開拓団における「北海道農法」と

農具の普及・使用状況の実態を考察し、結局、開拓団で使用された農法が在来農法に戻っ

て、一部畜力用のプラウを使っているに過ぎないと指摘した。その原因については、今井

良一（2013）は、「①満洲現地農事試験場、研究所が、開拓団との結びつきを欠き、北海道

農法が満洲現地の同のような耕地に適合するかどうかの研究が進んでいなかったこと。②

普及指導員が質･量ともに確保されていなかったこと。③北海道農具が不足していたこと、

また粗製濫造の農具が多く,修理にも時間を要したこと、④開拓農家の経済力が脆弱で、北

海道農具を購入するのに極めて困難なこと、⑤役畜の不足或いは家畜の操作・飼養に不慣

れたであったこと」等を挙げた109。 

こうした今井良一（2013）の指摘は的を射ていると考えておる。本章では更にと土地生

産性の視点から「北海道農法」の実効性について評価しておきたい。1941年以降、東北地

域における開拓民の人口と開拓地の面積110が絶えず拡大していた。このため、「北海道農法」

の普及も進んでいた。しかし、同時期に東北農業の土地生産性は向上を示した傾向がなく、

1930年代の水準にも及ばなかった111。これによって、「北海道農法」の導入は明らかな貢献

を上げることができなかったと判断することが許されよう。 

要するに、「北海道農法」の導入は東北地域の食糧増産にもたらさなくて、その使用・普

及等の試作の成果が極めて少なかった。結局、1945年終戦以降、日本人農業移民の引き揚

げにより、「北海道農法」が中国東北から消え去って、原住民を通じて新中国期への継承が

できなかったのである112。 

 

小 括 

 本章は、「満洲国」期中国東北における農業生産を中心として、「満洲国」の農業政策を論

じた上、肥料使用の状況、農事試験場の設立とそれに主導された農産物の品種改良、「北海

道農法」の導入を代表とする農具・農法の改革などの方面から農業技術の進展を検討して

きた。  

                                                        
108 満州国通信社編（1941）、132 頁。 
109 今井良一（2013）、242 頁。 
110 満洲開発四十年史刊行会（1965）、700 頁によると、1942 年において、満洲拓植公社と

満洲国開拓総局によって買収された開拓地が 351 万 ha に達し、東北地域の耕地面積の約

25％を占めていた。 
111 表 2.1（30 頁）。 
112 玉真之介（1985）、22 頁。 
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「満洲国」が成立して以後、日本政府は「円ブロック」の需要に応じて東北農業を改造

していた。「満洲国」の農業政策を概観すると、1933 年の「満洲国経済建設綱要」から 1937

年の「満洲産業開発五ヵ年計画」、そして 1943 年 1 月の「戦時緊急農産物増産方策要綱」

へと推移した。この間、「満洲国」が奨励する農産物は大きく転換し、それに伴って東北農

業の実態も変化した。「満洲国」期の全期間を通じて、農産物生産高は 1920 年代の水準を

下回った。しかし、世界市場への輸出が困難になった大豆とは対照的に玉萄黍､粟､高梁と

いった穀物作物においては増産が実現されていた。また、「満洲国」は煙草、綿花といった

原料作物の生産を拡大しようとしたが、原料作物の転換は大豆を中心とする輪作法に基づ

く在来農法の根本が動揺され、結局、生産の拡大は進展してなかった。 

また、「満洲国」は農業技術の改良により農業生産力を進歩させる試みを行った。1920 年

代と比べると、「満洲国」期には化学肥料の生産能力と使用量が進展していた。しかし、1941

年になると、化学肥料が統制物資として、日本政府の配給下に制限されたので、東北地域

では化学肥料の使用は著しく制約を被ることになった。東北地域における単位面積当たり

化学肥料の使用量は、「満洲国」期においては、極めて少ない段階に止まった。すなわち、

「満洲国」期の東北地域では使用された肥料の大部分はまだ土糞であった。農事試験によ

ると化学肥料の使用は東北農業の増産に顕著な効果があり、東北農業の増産に対して有望

な事業であった。 

次に、1932 年に「満洲国」が成立してからは、在来農法から脱却して食糧の増産を進め

るために、満鉄が設立し運営していた農事試験場・農事試作場等が強化され、農事試験場

の規模は北満地方に拡大され、良種育成・家畜改良・土壌肥料等の実験内容も一層充実に

した。こうした取り組みによって、大豆・粟等の良種の育成試験は好成績を遂げた。しか

し、資材・予算・人員の不足のため、良種の大幅な普及を果たすまでには至らない状況に

なってしまった。一方、1950 年代以降、満洲農事試験所が中共により継承され、東北の品

種改良に継続して行っていた。 

最後に、1941 年以後、日本政府は「第二次農業開発五ヶ年計画」に基づいて、在来農法

の改良を中心とする「北海道農法」の導入は主として日本人開拓団によって実施された。「北

海道農法」はプラオ、ハロ―をはじめとする畜力用農具の採用と耕作法の改良によって、

農業生産の増収を促進させようとした。しかし、普及指導員の質･量の欠陥、北海道農具の

質･量の不足、開拓農家の経済力の低下といった要因によって、「北海道農法」の普及はう

まく軌道に乗らなかった。結局、1945 年終戦以降、日本人農業移民が日本へ引き揚げると

ともに、「北海道農法」は中国東北から消え去った。 

このようにして、「満洲国」期東北地域の農業は明らかな成長を遂げなかったが、日本の

手による良種の改良、肥料の使用、農法の改進等の農業技術改革の試行を行った。これら

の農業技術改革政策は戦争の勃発、資材・人員の不足、不適な現地条件等の原因で農業の

増産を上げなかったが、化学肥料の工場、農事試験場の施設、農業試験・調査資料等の膨

大な農業技術改良の遺産が東北地域に残留されていた。このため、「満洲国」期における農



 

 43 

業技術改良政策の試行は国共内戦期、更に新中国期の東北農業技術の改良に多大な影響を

与えたと言えよう。 
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第三章 1948－1957 年の中国東北地域における農業生産と技術改良 

 

はじめに  
本章は中国東北地域に展開された農業技術の改良運動に焦点をあて、1948 年以降の中国

東北において進められた農具の改良を中心とする農業生産の復興、発展過程を検証する。 

抗日戦争が終了した後も東北地域では中国共産党と国民党の間で激しい内戦が行われた。

しかし、1948 年末までに共産党は東北地域の政権を掌握し、土地改革を推し進め、農民、

特に貧農階層に耕地を分配した。政権の掌握とほぼ同時に、共産党は土地改革を基本的に

完成させ、引き続き在来農具の改良、肥料使用の促進、地方良種113の選定、農業科学研究

機構の回復等農業技術改良政策を本格的に開始した。しかし、当時の東北地域において、

農業生産資材は依然として極度に不足し、その中で、農具の不足率は 30－40％にも達して

いたと言われた114。このため中国共産党は農具不足という問題にいち早く取り組み、双輪双

铧犂（two―wheeled doubled blade plough）を代表とする新式畜力農具（以下、新農具）を中

国東北地域に導入し、それを手始めにして新農具を全国に普及させた。普及に際しては、

農業金融政策の整備、農業技術指導センタ―（中国語「农业技术推广站」）の設立、更に農

業生産の集団化運動も推進された。新農具の普及をめぐるこうした動きが持っていた歴史

的な意味を検証することが、本章の課題である。こうした課題を設定した背景には、以下

のような研究史に対する理解がある。 

1948 年以降に中国各地域で展開された農業技術の改良・普及運動については、調査と研

究の成果が限られている。まず中国語の研究成果からみておくと、衣保中（1990）は秦漢

時代から 1949 年に至るまでの東北農業技術の変遷過程を概観し、各時期の東北農業を特徴

づけた。衣保中の研究は 1900 年以後の東北地域における水田会社の設立、大農式の農業経

営、農業開墾会社、各時期の農業技術改良政策等に関する内容が注目に値する。本章でも

国共内戦期における共産党の農業改良政策を検討しており、その際に衣保中の研究成果を

参考している。しかし、衣保中（1990）は新中国期の東北地域における農業技術改良に関

しては検討を加えてこなかった。すなわち、衣保中の研究成果には国共内戦期に共産党が

実施していた農業政策によって農業技術がどのように改善され、それがその後にどのよう

に継承されたかについて検討が及んでいないという問題が残されている。一方、朱顕霊・

胡化凱（2007）は 1950 年代の中国農業部の調査資料を活用して、解放初期に中国全国で展

開された新農具の普及政策を検討し、その実効性を検証した。朱顕霊・胡化凱（2007）に

よると、新農具は中国農業の技術水準を向上させたが、1956 年になると中国南部地域にま

                                                        
113 共産党が普及を推し進めた推薦品種には２つの種類があった。1 つは「地方良種」と呼

ばれ、農民が実際に種子を育成する中で比較的に品質が良く、収量が高いものを選んでい

たものを指している。また、他の 1 つは「優良品種」と呼ばれ、科学的な品種改良試験に

よって生まれ出したものを指している。 
114 中国農業部農業機械化管理司、「中国農業機械化 50 年的発展歴程」、

http://www.amic.agri.gov.cn、閲覧日（2013 年 4 月 5 日）。 
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で採用が強制されるようになり、結局、新農具の効率は低下し、その導入は巨大な浪費に

なった。しかし、新農具普及運動の効果について言うならば、中国南部水田地帯だけでな

く、この運動の最大の舞台となった東北地域をはじめとする北部平原地帯における実効性

という問題についても、検証が必要である。この点について朱顕霊・胡化凱論文はまだ実

証的な検討を加えていない。また、衣保中・楊慧（2010）は 1950 年代初頭に中国政府が「向

ソ一辺倒」政策の一環としてソ連から農業技術と農業機械を導入し、それによって中国東

北の農業水準は向上したと評価した。しかし、衣保中・楊慧（2010）は新農具の導入に関

しては検討を行っていない。最後に、範連生（2011）についても触れておこう。1950 年代

初頭の中国西南部少数民族地域における新農具普及運動の展開を検討した範連生（2011）は、

貴州省档案館の資料を発掘し、貴州省における新農具普及運動の進展を検証した。しかし、

彼の研究もまた新農具の実効性については貴州の事例に言及しているに止まり、中国東北

を含む他地域についての分析はなされていない。 

日本側の研究成果について触れておくと、西村成雄（1984）は 1900 年代から 1950 年代

初期にかけての東北地域に関する経済発展史を論じ、1945 年以後については、共産党政権

による植民地的社会構造の改造を検討した。そして西村成雄（1984）は東北解放区の土地

改革の展開過程とその意義を明らかした。また、塚瀬進（2001）は国共内戦期東北解放区

における共産党の財政経済政策に焦点を当て、その中で共産党の農業融資政策が農業生産

を回復させた経緯を検討した。塚瀬進（2001）は軍需動員の源泉として、公糧徴収の状況

を詳細に分析した上で、東北解放区における土地改革運動の展開に照らし合わせて、農業

生産の回復状況を確認した。しかし、1950 年代初頭に展開された農業技術改良運動につい

て、日本側には村岡伸秋（1979）を除くと研究成果はほとんどないといっても過言ではな

い。村岡伸秋（1979）は新中国の初期において構築された新農具、特に双輪双铧犂の生産

体制を取り上げた。そして新農具の生産体制を中心として農業生産と工業生産の結合形態

を詳細に検討した上で、解放初期における中国農村工業の発展状況を評価した。しかし、

村岡伸秋は新農具普及運動についての検討対象を農具の生産体制に限定しており、新農具

の実効性や、新農具を普及する際の農業技術指導の体系、或いは農村金融の発展といった

問題については更に検証を進める余地が残されている。 

総じて、これまでの研究成果には大きく言って二つの弱点がある。第一は、中国側でも

日本側でも、中華人民共和国建国期に各地域で継承されていた農業をめぐる生産条件につ

いては分析が弱く、農具改革をめぐる建国前後の関係という問題については未検討のまま

残されているということである。東北地域についていうならば、その農業生産は、約 14 年

にわたる「満洲国」期の日本統治を経て大きく変わり、それは中華人民共和国成立初期に

おいてもそのまま遺留されていた。東北における農業技術改良運動の背景を検討する際に

は、「満洲国」期から形成された農業生産の状況を明らかにする必要がある。また、土糞や

在来農法等のように「満洲国」成立以前に山東・河北省などの関内地域から農民が東北に

持ち込んだ伝統的な農業技術についても見ておく必要があろう。 
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第二の弱点は、新農具普及運動が持っていた地域的な違いに対する検討がなされていな

い、という問題である。範連生（2011）、朱顕霊・胡化凱（2007）等の研究成果が明らかに

したように、1956 年以降、中国南部の水田地帯では新農具の普及政策は失敗した。しかし、

北部の平原地帯や東北地域については、新農具の実効性が検討されてこなかった。特に東

北地域については、新農具の導入が農事試験によって高く評価されていただけに、その実

態を検討することは重要である。 

以上のことを踏まえて本章では次の五点について分析を進めたい。第一に、国共内戦末

期から共産党に主導された農業技術改良政策を紹介して、国共内戦期の東北地域における

農業生産の回復状況を確認する。第二に、1950 年代初頭の東北地域における農業生産の特

徴を分析し、農業技術改革の必要性を確認する。第三に、共産党の農業技術改良政策を検

討して、在来犂を中心とする在来農具を改良する必要性を明らかにする。また、それとの

関わりで、共産党がソ連から新農具を導入した要因を検証する。第四に、共産党が新農具

を農村部に普及しようとした政策を検証する。第五に、中国各級政府が高い評価を与えて

促進した新農具普及運動の実態を検証する。そして 1950 年代初頭の吉林省における新農具

普及運動の進展を検討し、東北地域における新農具普及運動の実効性及びその限界を解明

する。依拠する主要な資料は、『東北区科学技術発展史資料 解放戦争時期和建国初期 3 農

業巻』（1986）、『新式畜力農具工作参考資料第一集』（1955）、そして 1940 年代後半になっ

てから中国で作成されてきた統計資料、政府会議決議紀要、新聞、農業試験報告と吉林省

档案館に所蔵される档案資料等である。 

 

一、国共内戦末期の東北地域における農業生産 

１．国共内戦末期の共産党の農業技術改良政策 

1948年末までに東北全域の政権を掌握し、土地改革運動を基本的に完了させた共産党に

とって、第一の課題は、土地改革を通じて耕地を取得した農民による農村経済の生産力を

迅速に回復させるということであった。このため、共産党は在来農法の改良、肥料使用の

促進、良種作物の選定、在来農具の改進、農業科学研究機構の回復をはじめとする農業技

術改良政策を実施して始まった。具体的に以下のようであった。 

 

（１）在来農法の改良について 

第一章で紹介したように、東北地域でおこなわれていた在来農法では家畜と農業労働力

が不足していたた。このため、耕起・中耕の回数は一般に南満地方においては 1－3 回に止

まり、北満地方においては更に少なかった。こうした状況に対して、共産党は 1948 年に専

ら耕地面積の拡大に依存して増産を追求してきた従来の農業政策を見直し、耕起・中耕の

回数を増やすという、いわゆる精細農法の採用を促進した（「以精耕細作提高産量為主拡大

面積為副」という農業生産方針）115。これによって東北地域における精細農法の採用は同

                                                        
115 東北人民政府農林部（1948）、49 頁。 
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年から増大した。例えば、吉林省では 1948 年に 3 回の耕起を行っていた耕地は全体の 46.2％

を占め、3 回以上の耕起を行っていた耕地 24.8%に達した116。特に、食糧の主要な産地とし

ての楡樹県では多くの耕地では耕起117と中耕118をそれぞれ４回も行っていた。また、松江

省においても、33％以上の耕地を各 3 回の耕起と中耕を行っていた119。このように、共産

党は耕起と中耕の回数を増やすことを通じて、東北における精細農法の普及率を高め、単

位面積当たりの収穫量の増加を図っていた。 

  

（２）肥料の使用について 

 1948 年以後、東北解放区においては堆肥、造肥120、追肥等の肥料普及運動が積極的に展

開されていた。1947 年以来の三年間、肥料の普及率が南満地方においては約 25％―33％、

北満地方においては約 25％の増加が達成された121。特に 1949 年の春耕から東北では堆肥数

量と施肥面積が絶えず増加していた。同年の実績を見てみると、黒龍江省においては、施

肥面積が約 56 万 ha に達し、同省南部地域の肥料の普及率は約 40％、北部地域の肥料普及

率は 20%以上に達した122。松江省においては、堆肥運動が活発に展開され、1949 年 3 月ま

でに同年の施肥計画面積の 40％が達成された123。吉林省においては、110万 ha の耕地に対

して施肥を行い、１ha 当たりの施肥量が 25－30 車となって、肥料の普及率は約 37％に達

した124。また、安東省において,1ha 当たりの施肥量は 20 車以上になり、以前より 3－4 割

の増加が見られた。合江省においては肥料の普及率は 20％以上に達した。そして遼寧省の

庄河県、海城県をはじめとする地域においては、1ha当たり施肥量は24トン以上に昇った125。 

  

 

（３）地方良種の育成と普及について 

1948 年以後、共産党は東北各地の農事試験場を回復・設立する以前の段階から、地方良

種の選別・収集運動を展開していた。もっとも、この時期において地方良種とよばれてい

たものは本格的な品種改良によって生まれたものではなく、農民が実際に種子を育成する

中で比較的に収量が高いものを選んでいたものに過ぎなかった。そうした地方良種の典型

としては、「満倉金」大豆が挙げられる。1947 年から、共産党は「満倉金」大豆を収集して、

                                                        
116 吉林省档案館档案資料第 55 巻（1949）。 
117 中国東北方言で「铲地」と言われる。 
118 中国東北方言で「趟地」と言われる。 
119 衣保中(1990)、677－668 頁。 
120 肥料を造ること。 
121 東北人民政府農林部（1948）、51 頁。ちなみに肥料の普及率とは肥料を使用していた耕

地面積が耕地面積全体に占める割合である。 
122 衣保中(1990)、676 頁。 
123 衣保中(1990)、676 頁。 
124 衣保中(1990)、676 頁。 
125 衣保中(1990)、676 頁。 
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当年の公糧から 15 万キロの「満倉金」種子を選別し、1948 年の春に各省に配分した。更に、

1948 年には公糧を徴収する時、「満倉金」大豆種を収集するために「一割加算」126という方

法を採用して、23 万キロの「満倉金」大豆種を収集して、農民に栽培させた。この結果、

1949 年に東北における「満倉金」大豆の作付面積は 38,315ha に達した127。大豆以外の作物

を確認すると、1949 年に東北では約 68,939 斤の地方良種の種子が植えられ、作付面積は

3,446ha に達した128。また、吉林省の場合を見てみると、1949 年に農作物全体の地方良種

作付面積は 12,950ha であった129。 

 注目すべきことに、東北地域においては地方良種の作付面積が拡大していた過程では、

「農民達は良種作物の選別、種子消毒、発芽試験等に対して重視してきた」という報告が

なされ、農民達の育種技術が向上していた130。 

 

（４）病虫害の予防と対処について 

 1949 年春、遼寧省の西部と東部、吉林省の東部及び黒龍江省の南部等の地域では大規模

な虫害が発生した。このような情勢に対して、農薬並びに農業器具が不足していた東北で

は人力によって害虫を捕らえる群衆運動が展開されていた。すなわち、1949 年 5 月まで東

北地域における病虫害に対する対処は主に人力に依頼する極めて後進的なものであった。

また、共産党は綿花の生産を保障するため、南満地方の棉畑に対して農薬を確保していた

が、その数量は極めて少なかった。1948 年末に瀋陽を占領すると、共産党は国民党軍に破

壊された蘇家屯農薬製造工場の回復にいち早く着手した。技術者と労働者の努力によって、

半年後の 1949 年 7 月までに同工場で生産された硫酸銅は 10 トンに達し、南満地方の農業

生産に投入された131。このようにして、東北における農薬の生産は開始された。しかし、

年間 10 トンという生産量はその後も 1950 年代初頭に至るまで大きく増えることなく、東

北地域の病虫害予防はその後も主として人力に依存する状態が続いていた。 

 

（５）農具の改良と普及について 

1949 年以降、共産党は在来農具の改良という問題に着手した。当時、東北地域で使用さ

れた在来犂は一台につき 3－5 頭の家畜が必要で、家畜を所有することが出来なかった一般

の小作農家に適合しないものであった。そして土地改革を通じて、大量の貧農が土地を取

得すると、農具不足という問題はいっそう深刻なものとなった。このため、1948 年から中

共中央東北局をはじめとする各省政府は都市部に農具工場を重点的に設立し、各地の農具

の製造と改良を展開させていた。一方、共産党は農村部に多く存在していた手工業者（「鉄

                                                        
126 公糧を徴収する時に「満倉金」大豆種に対して、徴収金額の 10％を加算すること。 
127 衣保中(1990)、677 頁。 
128 衣保中(1990)、677 頁。     
129 吉林省档案館档案資料第 55 巻（1949）。 
130 魏震五（1949）、20 頁。 
131 衣保中(1990)、676 頁。 
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匠炉」等）を利用し、改良在来農具を大量に製造し、農民に農具を確保しようとした。例

えば、手工業者は在来犂に車輪をつけて、効率を向上させる事例は、そうした改良在来の

具の典型であった132。このように、東北では都市部でも農村部でも農具の改良と製造が大

規模に展開された。そうした農具の中では、農村手工業者による製造された改良在来農具

の割合が多かった。 

改良在来農具の普及数量を見てみると、1949年 4月までに、黒龍江省では 50台の勾子犂、

115 台の吶河式改良耙、16 台の肇州式改良耙、5 台の拜泉式播種機、7 台の洮南式播種機と

各種の除草機が 865 台を普及させた133。そして松江省では 300 台の輪式犂、150 台の松農 1

号式除草機、151 台の合江式除草機を普及させた134。全体として、1949 年春までに東北全

域では 460 台の改良在来犂、158 台の播種機と 1,928 台の除草機を農村部に普及させた135。

1949 年 7 月 25 日に東北農業技術普及工作会議において、各省の改良在来農具が展示された。

これらの改良在来農具は播種機、除草機と改良在来犂の僅か 3 種類であったが、その規格

は 39 にも達した136。 

以上の事例からみて、1948 年年末から東北で展開された農具普及運動は、工業・手工業

技術水準の欠如等の原因によって、改良在来農具の規格がまちまちになり、普及された農

具の数量も極めて限られていた。そして普及された改良在来農具の台数を種類別に見るな

らば、除草機がその大部分を占め、改良在来犂と播種機が極めて少ないという特徴があっ

た。要するに、194８年末から展開された農具普及運動は、主に農村手工業者に依存し、規

格が多様で、農具としての技術水準はとても低いものであった。 

 

（6）東北における農業技術研究機構の回復と創建 

1948 年 10 月、中共中央東北局は「関与 1948 年農業生産総結与 1949 年農業生産的決議」

において、農業生産力を急速に向上させるため、肥料の製造と使用を促進すること以外に、

精耕細作の農法と優良品種の普及を各地方政府に指示した。このため、共産党は東北各地

で「満洲国」に遺留された農事試験場を回復・再建して、農作物の品種改良に取り組み始

めた。また、共産党は農事試験場の任務が農業専門人材の招聘、農業技術改良の研究と試

験、農業技術幹部の育成等であることを明確した。1948 年 11 月に東北行政委員会の林楓主

席は農業会議において、「各省は農業試験場を設立し、多数の県は良種育成場を創立し、農

作物の良種を普及させる」と指示を行った137。この指示を受け、1949 年 2 月に東北行政委

員会農業部は各級農業試験場の場長会議を開き、「関与建立各級農業試験場的方針」138を制

                                                        
132 魏震五(1949)、20 頁。 
133 衣保中(1990)、675 頁。 
134 衣保中(1990)、675 頁。 
135 衣保中(1990)、675 頁。 
136 衣保中(1990)、675 頁。 
137 林楓（1948）、1－5 頁。 
138 添付資料１を参照されたい。 
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定した。 

「関与建立各級農業試験場的方針」の中では、以下の 2 点が重要であった。①共産党は

農業生産技術の向上を目指し、そのために農事試験場の回復・創立に取り組み始めた。そ

して共産党は農事試験で挙げた研究の成果を実際の農業生産へ応用することを極めて重視

していた。②農事試験場には農林部直属試験場、省立試験場、県立試験場という 3 つのレ

ベルがあり、それぞれ以下のような業務内容の違いを持っていた。すなわち、農林部直属

試験場は優良品種の改良と育成、病害虫の予防、新式畜力農具の試験、家畜品種の改良等

を行う。省立試験場は地方良種の収集、現地病虫害の対処、「満洲国」に遺留された改良農

具の収集と試験等を行う。そして県立試験場は主には優良品種或いは地方良種、すでに証

明された改良農業技術を農民に普及するという任務の分担であった。 

1949 年に開催された各級農事試験場の場長会議以後、東北農事試験場の再建が軌道に乗

り、公主嶺農事試験場（旧満洲国立公主嶺農事試験場）は東北地域における農業技術研究

の中心になっていった。また、共産党は黒龍江省の克山農事試験場、吉林省の龍井農事試

験場、遼寧省の熊岳城農事試験場、安東省の通化農事試験場といった「満洲国」期から遺

留された農事試験場施設を復興して、省立農事試験場として再編するとともに、東北各市、

県における地方良種採種場、試験農場の建設も進展させていった。農事試験場をはじめと

する農業技術研究機構の回復と再建が進むのに伴って、東北の農業試験研究が進展した。

1949 年の東北農業技術推広工作会議において、各地の農事試験場の場長は農事研究の成果

が紹介され、優秀な成果が表彰された。例えば、熊岳城農事試験場は「陸羽 132 号」、「京

租」、「信友」等の水稲良種を普及し、黒龍江省各試験場は新式畜力農具の試験・改良を展

開し、吉林省試験場は冬小麦の耐寒試験等を進展させ、興城農事試験場は「沖縄 100」の薩

摩芋、男爵馬鈴薯の栽培を成功させたことが挙げられる139。 

 

2．国共内戦末期の東北地域における農業生産の回復状況 

1948 年末に共産党が東北全域を占領した以降になると、農業生産は基本的に軌道に乗っ

ていた。共産党の統計によると、1948 年において、東北の耕地面積は 13,383 千 ha に達し、

そのなかで、1948 年に新たに開墾された耕地は 780 千 ha であった140。また、水田面積は

189 千 ha で、そのうち新たに開墾された水田は 90 千 ha に達した。「満洲国」期の最高水

準を記録した 1944 年に比べると、耕地面積は約 88.2%に回復した。また、水田面積は 1944

年水準の約 57.1％に達した141。すなわち、畑作の耕地面積の回復は水田面積の回復に先行

していた。 

穀物の生産量から見てみると、1948 年の東北における穀物生産量が 1,180 万トンであり、

                                                        
139 衣保中（1990）、630 頁。 
140 林楓(1948)、1 頁。 
141「満州国」期の最高水準を記録した 1944 年において、耕地面積は 15,180 千 ha であり、

その中で水田面積は 326 千 ha であった（表 2.1、40 頁）。 



 

 51 

「満洲国」期の 1944 年に比べると、約 67.6％に相当した142。こうした状況に対して、共産

党東北局は 1948 年の農業生産に対して、「比較的に良い成果をあげている」と評価した143。

穀物生産量は 1949 年には 1,233 万トンとさらに増大した。それは 1944 年の約 70.7％まで回

復した144。この過程で１ha あたりの穀物収穫量は 1944 年の 1,148 キロに対して、1947 年に

750 キロ、1948 年に 960 キロ145、1949 年に 1,131 キロ146まで上昇した。 

穀物以外についても、綿花、麻類、リンゴ等の農産物の生産が順調に回復していた。そ

の中でも特に、綿花の回復が目覚しかった。1948 年以前、東北における綿花の生産区は国

民政府の統治下にあって、綿花の作付面積は 1945 年の約 22 万 ha から 1948 年の約 10 万 ha

へと半分以下にまで減少した。しかし、南満地方が解放されると、共産党は農業融資、前

払い発注、高公定価格の設定といった農業政策を実施し、これによって、綿花の耕作面積

は 1948 年の約 1.2 倍に拡大した147。 

要するに、1948 年末に共産党が東北全域を占領してから、農業の生産は順調に回復して

いたのである。そして収穫された農産物は関内に送られ、国共内戦の最終段階で共産軍を

支援する軍事物資となっていた。 

 

二、1950 年代初頭の東北地域の農業生産の状況 

１．1949－1957 年の東北地域における穀物生産高の推移 

 まず、新農具普及運動が展開された 1949―1957 年の東北地域における穀物生産の状況を

概観しておこう。1949－1957 年の間に東北地域における穀物の生産高は、1951 年と 1957

年を除き、継続的に増加していた148。「満洲国」の最高水準を記録した 1944 年に比べると、

1950 年代の穀物生産高は全体として、それを超えていた。特に、1956 年の穀物生産高は 2029

万トンに達し、1944 年の 1.16 倍に上昇した（表 3.1）。 

 一方、1949－1957 年の間に、東北地域における穀物作付面積はそれほど増大しておらず、

1944 年の水準にも及んでいなかった（表 3.1）。 

最後に、単位耕地面積当たりの生産高についても確認しよう。1949－1957 年の間に１ha

当たりの穀物生産高は、1949 と 1957 年を例外として、いずれの年においても 1944 年の水

準を上回っていた。その中で、1949－1952 の間に、１ha 当たりの穀物生産高は 1,031kg か

                                                        
142 林楓(1948)、2 頁。 
143 林楓(1948）、2 頁。 
144 杜者蘅（1952）、７頁によると 1949 年の穀物生産量は 1943 年の約 72.7％であった。こ

の比率について、共産党は 1949 年の東北における農業生産を高く評価するため、「満州国」

の最高水準を記録した 1944 年の数値を用いなかった。 
145 東北人民政府農林部（1948）、49 頁。 
146 中国国家統計局国民経済総合統計司、『新中国五十年統計資料彙編』、日本統計協会訳、

2003 年、CD―ROM より筆者計算。 
147 東北人民政府農林部（1948）、50 頁。 
148 東北地域では 1951 と 1957 年において大規模な洪水災害が発生した。特に、1957 年の松

花江の氾濫による 1300 万畝の耕地が被災され、約 120 万トンの食糧作物が減産された。 
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ら 1,345kg に拡大し、約 1.3 倍の増大を遂げた。しかし、1952－1956 年の間で見ると、１ha

当たりの穀物生産高は 1956 年において一旦 1,370kg に達したが、ほかの年においては 1952

年の水準に及ばなかった。すなわち、1952 年以後、東北地域における土地生産性は、伸び

ていなかったのである（表 3.1）。 

 

表 3.1 1949－1957 年の東北地域における穀物作物の生産高、作付面積 

年代 ①穀物生産高（万トン） ②穀物作付面積（千 ha） １ha 当たりの穀物生産高(kg) 

1944 1,743.35  15,180.1  1,148  

1949 1,441.75 100 13,978.2 100 1,031 100 

1950 1,753.20 122 14,414.7 103 1,216 117 

1951 1,636.90 114 13,920.8 100 1,176 113 

1952 1,960.70 136 14,574.9 104 1,345 129 

1953 1,835.35 127 14,471.7 104 1,268 122 

1954 1,842.35 128 14,514.7 104 1,269 122 

1955 1,993.63 138 14,550.8 104 1,370 132 

1956 2,029.34 140 15,490.2 111 1,310 126 

1957 1,681.35 117 15,063.3 108 1,116 108 

出所：中国国家統計局国民経済総合統計司編、『新中国五十年統計資料彙編』、日本統計協

会訳、2003 年、CD―ROM 版より作成。 

注:1944 年の穀物収穫高は「満洲国」期の最高水準であった。 

 

2. 1950 年代初頭の東北地域における農業の生産条件 

（1）1950 年代初頭の東北地域における農業人口 

第二章第一節で述べたように、「満洲国」樹立以後、特に 1930 年代末期から「満洲国」

政府は関内移民に対する制限政策を強化し、それまで東北農業を支えていた関内移民は

1920 年代より減少していた。また、1937 年から「満洲産業開発五ヵ年計画」の実施によっ

て東北地域における重工業化が進展して、労働力が農業から重工業に移転し始まり、農業

従業人口の割合が減少に転じた。1940 年以後になると農業従業人口が増長していたが、農

業従業人口の割合は持続的減少していった 。特に、単位作付面積当たり農業従業人口は、

1939 年から 1942 年にかけて 1.04 から 0.93 へと約 10％も減した（表 3.2）。 
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表 3.2 「満洲国」期における農牧林業従業人口割合、穀物作付面積及び収穫量 

単位：千人、1000ha,1000 トン 

年代 ①農牧林業従業人口 ②農牧林業従業人口割合 ③穀物作付面積 ①/③ ④穀物収穫高 

1931 ― ― 13,773 ― 18,452 

1932 ― ― 12,665 ― 15,363 

1933 ― ― 13,241 ― 16,847 

1934 ― ― 11,897 ― 12,786 

1935 13,588（100） 38.40％ 12,422 1.09 15,724 

1936 14,113（104） 38.46％ 13,076 1.08 16,637 

1937 14,378（106） 37.56％ 13,613 1.05 17,344 

1938 14,982（110） 37.31％ 14,479 1.03 18,029 

1939 15,882（117） 38.59％ 15,217 1.04 16,741 

1940 16,202（119） 37.50％ 16,646 0.97 17,567 

1941 16,422（120） 36.48％ 17,897 0.92 18,546 

1942 16,502（121） 35.44％ 17,703 0.93 17,429 

1943 ― ― 17,684 ― 19,228 

1944 ― ― 18,039 ― 19,652 

1945 ― ― 17,901 ― 20,115 

出所： 穀物作付面積及び穀物収穫量は山本有造、『「満洲国」経済史研究』、名古屋大学

出版会、2003 年、98－99 頁より。農牧林業従業人口割合は山中峰央、「満洲国人口統計の

推計」、『東京経大学会誌』、2005 年、186 頁より。 

 

まとめて言えば、1940 年以降、日本に主導された重工業化の進展に伴って、中国東北地

域では有業者の中の農業従業人口の割合が低下し、同時期から単位作付面積当たり農業従

業人口も減少していた。すなわち、1940 年代初頭以後、東北地域では農業従業者の不足が

農作物の増産にとって大きな隘路となった。3 年間の激しい内戦を経て中国東北を掌握した

共産党政権は、このような状況を引き継ぐことになった（表 3.3）。1950 年代の東北地域に

おける 1ha 当たり農村人口は約 0.7 人になり、1942 年の水準より 22％急減した。このため、

共産党政権は、農法の高度化と労力の節約・効率化を進め、労働生産性の高い農業経営を

追求することになったのである。 
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表 3.3 1949－1957 年の東北地域における農村人口と耕地面積 

単位:千人、千 ha 

年代 吉林省 遼寧省 黒竜江省 ①合計 ②穀物作付面積 ①/② 

1942 ― ― ― 16,502 17,703 0.93 

1949 2,251 5,205 2,374 9,831 13,978 0.70 

1950 2,244 ― ― ― 14,414 ― 

1951 2,256 ― ― ― 13,920 ― 

1952 2,378 5,198 2,573 10,149 14,574 0.70 

1953 2,443 4,972 2,495 9,910 14,471 0.68 

1954 2,427 4,930 2,568 9,925 14,514 0.68 

1955 2,495 5,034 2,658 10,187 14,551 0.70 

1956 2,431 5,247 3,014 10,692 15,490 0.69 

1957 2,340 5,198 2,923 10,461 15,063 0.69 

出所：中国国家統計局国民経済総合統計司編、『新中国五十年統計資料彙編』、日本統計協

会、2003 年、CD―ROM 版より作成。 

1942 年の東北地域における農牧林業従業人口割合は山中峰央、「満洲国人口統計の推計」、

『東京経大学会誌』、2005 年、186 頁より。 

 

（2） 1950 年代初頭の東北地域における化学肥料の使用状況 

「満洲国」期には中国東北における重化学工業の急成長とともない、化学肥料の生産能

力が拡大していた。しかし、東北現地で使われた化学肥料が少なかった149。1950 年代にな

ると、東北地域の化学肥料の使用がまだ極めて少ない水準に止まっていた。また、地力の

低下を緩和する機能を持っている大豆の耕作面積も 1920 年代より大幅に後退したので、東

北では地力の低下がいっそう急迫な問題になっていた。 

1950 年代初頭の東北地域における化学肥料の使用状況を確認しておくと、硫安の使用量

は 1949 年の 10,000 トンから 1952 年の 46,500 トンに約 5 倍の増大を遂げ、「満洲国」期の

水準（1942 年は 42,000 トン）を上回ったが、化学肥料の不足はまだ厳しい状況にあった150。 

例えば、吉林省の状況を見てみると、1953 年の化学肥料の普及率は約 5％にすぎなかっ

た151。吉林省政府の档案資料によれば、化学肥料不足の状況について、吉林省政府は 1950

年から延辺、磐石等の 10 個県を中心として硫安肥料の使用を促進していた。これらの地域

では硫安肥料の使用量が拡大したが、同肥料は水稲の育苗や水稲、甜菜の育成に活用され、

収穫を引き上げるという実績を生んでいた。1952 年の吉林省における硫安の使用量は、1950

年の 2 倍に増加した。1953 年に吉林省農業庁は 4717 トンの硫安を使用することを計画して

                                                        
149 表 2.4（35 頁）を参照されたい。 
150 杜者蘅（1952）、７頁。 
151 吉林省档案館档案資料第 55 巻（1954a）。 
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いたが、追肥農法の採用を促進するため、硫安の使用量は元の計画から 6231 トンに引き上

げられた。しかし、生産能力の不足のため、実際には硫安は 3317 トンしか確保できず、計

画の達成率は 52.6%にとどまった。このため、「肥料不足は、1953 年の農業生産に障害にな

るかもしれない」と評価された152。 

また、作物別に見てみると、1953 年に吉林省では水田面積は耕地面積全体の約 3％にす

ぎなかったが、化学肥料全体の約 80%は水田で使用されていた。そして化学肥料を施用し

た面積は水田全体の約 60％に達した。一方、耕地面積全体の約 95％を占めていた畑地では

化学肥料全体の約 20%が使用され、化学肥料を施用した面積は畑地全体の僅か 0.3％にとど

まった。つまり、1950 年代初頭の東北における化学肥料の使用は水田に集中していて、耕

地面積としては圧倒的な部分を占めていた畑においては、化学肥料の使用はまだ端緒につ

いたばかりだったのである（表 3.4）。 

 

                                                        
152 吉林省档案館档案資料第 55 巻（1953a）。 



 

 56 

表 3.4 1953 年の吉林省における化学肥料の使用状況 

単位：ha、％ 

水田の化学肥料使用状況 畑田の化学肥料使用状況 
 化学肥料の使用総面積 

使用面積割合 使用面積 使用面積割合 使用面積 

楡樹県 1720 60.00 670 0.35 1050 

扶余県 1110 76.92 300 0.30 810 

延吉市 1300 87.71 400 0.40 900 

永吉県 5560 61.75 5000 0.30 560 

農安県 450 54.34 50 0.20 400 

懐徳県 790 57.87 250 0.30 540 

長嶺県 450 60.00 20 0.30 430 

九台県 1080 50.00 590 0.30 490 

徳恵県 620 60.00 20 0.40 600 

郭前旗 480 47.70 90 0.30 390 

伊通県 880 36.48 500 0.30 380 

舒蘭県 3390 50.00 3120 0.30 270 

雙陽県 1040 50.00 750 0.30 290 

乾安県 230 ― ― 0.30 230 

磐石県 3740 60.00 3340 0.50 400 

延吉県 6790 68.00 6490 0.50 300 

蛟河県 3440 60.00 3200 0.50 240 

敦化県 1940 40.00 1700 0.50 240 

樺甸県 1390 41.36 1200 0.50 190 

和龍県 5140 66.66 5000 0.50 140 

汪清県 3110 65.00 2990 0.60 120 

琿春県 5390 65.00 5270 0.60 120 

長春市 230 66.66 30 0.90 200 

安図県 1050 60.00 1000 0.60 50 

吉林市 700 64.10 600 1.00 100 

郭前旗機械農場 2330 38.00 2330 ― ― 

龍井水田農場 70 78.00 70 ― ― 

示範農場 280 78.00 70 30.00 210 

各県生産農場 3150 75.30 2950 1.00 200 

九台試験場 150 ― ― 31.50 150 

合計 58000 59.70 48000 0.30 10000 
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出所：吉林省人民政府農業庁、「1953 年農業工作総結与 1954 年農業生産方針任務」、吉林省

档案館档案資料第 55 巻、1954 年より筆者作成。 

注：化学肥料は主に硫安、塩安、硝安三種類である。 

 

（3）1950 年代初頭の東北地域における水稲を中心とする優良品種の普及状況 

第二章に紹介したように、1932 年に「満洲国」が成立してからは、在来農法から脱却し

て食糧の増産を図るために、満鉄が設立し運営していた農事実験場・農事試作場等が強化

された。1934 年には「満洲国」政府は農事実験場の規模をさらに北満地方に拡大し、克山、

ハルビン、佳木斯等に多くの農事実験場を設立した153。これら既設・新設の農事試験場は

「満洲中部地方並びに南部地方二適応スル優良品種ヲ育成」154するための研究を継続し、

1934 年には中北満地方向けの改良品種――「興国」、「弥栄」、「興亜」、「国主」が開発され

た155。このうち「興国」、「弥栄」、「興亜」の 3 品種は、1936 年に「満洲国」政府により北

部地帯に適合した奨励品種に指定された156。1940 年以降になってからも、「満洲国」農事実

験場の研究によって水稲品種の改良と日本水稲品種の導入が進んでいた。 

 

 

 

                                                        
153 山本晴彦(2006)、31 頁。 
154 南満州鉄道株式會社農事試験場（1935）、185 頁。 
155 満州国国立農事実験場（1942）、17 頁。 
156 湯川真樹江（2011）、349 頁。 
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表 3.5 1953 年の吉林省おける優良品種農作物の普及計画 

単位：ha 

水稲の優良品種作付面積 

 

優良品種

の総作付

面積 
元子 2 号 青森 5 号 興亜 改良北海 小田代 興国 弥栄 合計 

楡樹県 1117 ― 446 ― ― ― ― ― 446 

扶余県 390 ― ― ― 110 80 ― ― 190 

延吉市 456 ― ― ― 182 ― ― ― 182 

永吉県 8097 ― 3000 ― ― 1992 ― ― 4992 

農安県 92 ― 41 ― ― ― ― ― 41 

懐徳県 442 ― ― 259 ― ― ― ― 259 

長嶺県 31 ― 13 ― ― ― ― ― 13 

九台県 1256 ― 260 130 130 ― ― ― 520 

徳恵県 27 ― ― 9 ― ― ― ― 9 

郭前旗 172 ― 60 ― ― ― ― ― 60 

伊通県 1270 ― 250 ― ― ― ― 298 548 

舒蘭県 6241 ― 2000 ― ― ― 432 1000 3432 

雙陽県 1500 ― 300 300 ― ― ― ― 600 

乾安県 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

磐石県 5568 ― 2000 505 ― ― ― ― 2505 

延吉県 9557 3000 ― ― ― 2734 ― ― 5734 

蛟河県 5337 ― 2038 ― ― ― ― ― 2038 

敦化県 4245 ― ― ― 1061 ― ― ― 1061 

樺甸県 2873 215 790 ― ― ― ― ― 1005 

和龍県 7500 1500 ― ― 1100 1150 ― ― 3750 

汪清県 4598 1000 ― 96 ― 1200 ― ― 2296 

琿春県 8114 2000 ― ― ― 1651 ― ― 3651 

長春市 45 20 ― ― ― ― ― ― 20 

安図県 1745 ― ― ― 198 ― 500 ― 698 

吉林市 936 ― 373 ― ― ― ― ― 373 

郭前旗機械農場 6000 ― 2000 2000 1250 ― ― ― 5250 

龍井水田農場 91 91 ― ― ― ― ― ― 91 

示範農場 100 20 20 20 ― 20 20 ― 100 

各県生産農場 3920 360 200 200 200 200 200 498 1858 
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出所：吉林省人民政府農業庁、「1953 年農業工作総結与 1954 年農業生産方針任務」、吉林省

档案館档案資料第 55 巻、1954 年より筆者作成。 

  

一方、1950 年代初頭の東北では、水稲は品種改良の進展とその普及面積の広さという点

で他の作物に先んじていた。吉林省農業庁の統計によると、水稲優良品種の普及面積は 1953

年の段階で良種農作物全体の約 51％を占めていた（表 3.5）。しかし、すでに紹介したよう

に、水稲の耕作面積は吉林省で全体農作物の僅か約 3％しか占めていなかった。したがって、

畑作が中心であった中国東北の農業では、品種改良はまだまだ遅れていたということもで

きる。 

まとめて言えば、1950 年代初頭の中国東北では農業人口、化学肥料の不足、良種普及の

立ち遅れ等が農業生産にとって深刻な問題になっていたのである。 

 

三、1950 年代頭期の東北地域における農業技術改革 

 前述したように、1948年末に共産党は東北全域を占領してから、在来農業に対する改革

を本格的に展開した。1949年10月に中華人民共和国が成立した以降、共産党は内戦期の農

業技術改良政策を継続的に推進した。特に重要なのは施肥の増加、推薦品種の普及、耕起・

中耕の徹底、除草の引き上げ等であった。 

 

（１） 在来農法の改良 

① 在来肥料の施肥について 

 東北在来農法の輪作法は大豆が持っている空中窒素の固定機能を利用して、大豆を中心

に3―4年の輪作が多く、輪作を行う2―3年間に１回の施肥を行っていた157。しかし、「満洲

国」期以降、大豆耕作面積が減少するとともに東北地域では耕地の地力の低下が起こって

いた。共産党は、この問題に対して、1950年代初頭になると堆肥、造肥、追肥等の肥料普

及運動を継続的に展開した。共産党は先ず、在来肥料の原料を確保するために、家畜、家

禽等の糞の収集を励行するよう農民に要求した。また、北満地方では、元来、馬などの家

畜を畜舎外で飼育することが多く、畜糞の収集が困難であった。この状況に対して、吉林

省と黒龍江省は家畜の飼育条件を整備し、畜舎の建設を推し進めた。更に、共産党は在来

肥料の原料である人糞尿、燃料灰等の収集量を拡大するために都市部においても造肥運動、

便所増設運動を展開した。 

一方、「1952年吉林省農業生産方針任務与具体措施」においては施肥の方法は耕起作業前

或いは播種作業の時に播穴の内或いは作條内に肥料を投入する方法（把糞）を推奨するこ

とが提起された。すなわち、共産党は施肥量の増加を重視するだけでなく、同時に、施肥

                                                        
157 第一章第五節を参照されたい（20－22 頁）。 

合計 81740 8206 13791 3519 4231 9027 1152 1796 41722 
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の効果を高める政策も採用していた158。 

 このようにして、東北地域の農業生産では施肥回数が増加し、施肥された耕地面積、単

位面積あたりの施肥量も増えてきた。例えば、1949―1957年に吉林省で施肥の普及率は33％

から56％に増え、また、１畝当たりの施肥量は1,333斤から2,400斤に増加した（表3.6）。こ

うした肥料は一般に「基肥」と呼ばれ、これとは別に追肥が行われていた。追肥の施肥面

積については具体的な数値を確定することは出来ないが、同資料によれば、1950年初頭に

東北地域では追肥を施肥された耕地面積も継続的に増加していた159。 

 

表3.6 1950－1957年の吉林省における在来肥料の施肥状況 

年代 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 

①穀物作物作付面積（万畝） 6576.8 6847.0 6766.2 6911.8 6742.7 6837.6 6849.2 7168.0 6905.8 

②施肥面積（万畝） 2168.8 2601.9 2706.5 3110.3 3236.5 3350.4 3698.6 4515.8 4424.8 

②/①（％） 33．0 38.0 40.0 45.0 48.0 49.0 54.0 63.0 56.0 

施肥総計（億斤） 289.0 417.8 433.0 439.0 467.0 652.0 836.0 1082.6 1062.0 

１畝当たり施肥量（斤） 1333 1600 1590 1450 1440 1940 2270 2400 2400 

出所：吉林省政府農業庁、「工农业总产值，农村人民公社劳动力资源，全省土地总面积，荒

地资源，施肥，农村三留，参鹿生产，种子调剂，消毒，病虫害防治，农药推广，牲畜，家

禽疫病防治，农业贷款，良种繁殖，种畜，参，鹿，果树园艺，谷物及农牧场基本情况等等

农业生产业务统计资料」、吉林省档案館档案資料第55巻55―18―14、1962年。 

 

 しかし、土糞を中心とする在来肥料はあくまでも家畜の頭数に依存していたものであっ

た。すなわち、共産党の肥料政策は家畜の頭数に制約され、限界があった。表3.6からみて

みると、吉林省における肥料普及率は1950年代を通して上昇していたが、その最高の水準

は1956年においても63％と、まだまだ不充分なものであった。 

 

② 地方良種の普及について 

 1950年代初頭に実施された農業増産政策の中で、共産党が地方良種の使用を重視して、

「群衆性的選種」運動を展開した160。「群衆的選種運動」とは、「互助組」や農業生産合作

社を中心に、優良種子生産用地（「留种地」）を各地に設置し、精細な種子培育作業を行っ

て、人力で優良品種を選別することであった。また、選別された地方良種は一般の収穫物

と区別して収穫・乾燥・貯蔵・消毒・発芽実験を行っていた。しかし、1950年代初頭の東

北地域に展開された種子選別運動は、あくまでも在来品種に依存していた。また、1950年

                                                        
158 吉林省档案館档案資料第 55 巻（1952a）、添付資料 2 を参照されたい。 
159 吉林省档案館档案資料第 55 巻（1952a）、添付資料 2 によると、1953 年の吉林省におい

て追肥計画面積は耕地全体の 20％であった。 
160 吉林省档案館档案資料第 55 巻（1952a）。 
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代初頭に「満洲国」に遺留された農事試験場では畑作物については、良種の改良試験がそ

れほど進展していなかった。このように、1950年代初頭の東北地域における良種の普及は

科学的試験によって生み出された優良品種が少なく、その圧倒的な大部分は単純に農民に

よる経験的な選別を土台とする地方良種を使ったものに過ぎなかった。 

 

③耕起と中耕について 

 耕起とは種まきに先立って、在来犂（すき、プラウ）で土壌をすきおこし、上下を反転

させる作業である。これに対して、中耕とは農作物の生育中に、その周囲の表土を耕すこ

とである。東北では、耕起の回数は関東州を中心とする南満地方においては普通1－2回を

行っていたが、北部地域においては１回或いは全然行わないこともあった161。また、中耕

の回数は、高粱以外の作物に対して一般に2―3回であった。これに対して、共産党は耕起

と中耕を増やす政策を採り、「三铲三镗」（耕起三回・中耕三回）を徹底するよう農民に要

求した。 

 

④除草について 

東北では、除草の回数は、一般に中耕の回数と同じ、大豆が2－3回、大小麦が１―2回、

高粱が4回で、そのほかの作物は一般に3回であった162。しかし、1950年代初頭において、

共産党は中耕の回数を増やす際に、除草の回数を少なくとも1回を増加するよう農民に要求

した163。 

 

ここまで述べてきたように、共産党は1950年初頭に東北地域で在来肥料の収集・施肥方

法、耕起、中耕、除草の回数の増加、更に「留種地」に対する精細農法経営の普及を行っ

た。西村成雄（1984）は、このような農法上の発展は在来農法の枠組を必ずしも質的に新

しい段階へと引き上げることにはならなく、むしろ、在来農法の枠組内での量的増大に過

ぎなかったと評価した164。ここで重要なことは、これらの農業技術改良政策は、いずれも

労働力の集約的使用に依存していたということである。そして共産党は農業労働力不足と

いう問題を解決するため、婦人労働力を動員して、排水・追肥等の作業を婦人に行わせた165。

しかし、農業労働力の不足はそうした取り組みにもかかわらず、その後も深刻な問題にな

っていた。また、在来犂は耕起、中耕、更に除草などの作業に使われて、在来農具の中心

であったので、在来犂の改良により農業経営の高度化と労力の節約・効率化を進める必要

性が浮き彫りになってきた。 

 
                                                        
161 第一章第二節（12－13 頁）を参照されたい。 
162 第一章第二節（14－15 頁）を参照されたい。 
163 菅沼圭輔（1992）、218 頁。 
164 西村成雄（1984）、423 頁。 
165

 菅沼圭輔（1992）、218 頁。 
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（２） ソ連式畜力農法の導入――密植深耕農法との関わり 

1950年代初頭からソ連は中国に大規模な技術援助を開始した。中国政府は、農業の分野

ではソ連式の「深耕密植」農法をソ連の先進技術として中国東北農村部に導入した166。 

密植農法は、耕地の利用効率を向上させ、土壌水分の蒸発と雑草の生長が抑制できると期

待されたのである。そして1953年から東北人民政府は「等距全苗、合理密植」という要求

を各省政府に指示した。また、密植農法の採用を通じて、食糧作物の1.1―1.2倍の増産を達

成しようという生産目標を掲げた167。 

深耕農法は、密植農法と表裏一体となっていた。1953年に東北人民政府は「密植農法を採

用するため、より多くの地力が必要となるので、深耕農法の採用が必須である。特に、深

耕農法の採用によって土壌品質の改良と地力の増進が実現でき、そして病虫害と雑草の発

生が抑制できる」と深耕農法採用の必要性を各省政府に強調した168。このため、吉林省政

府をはじめとする東北各級政府は『一般の農民と「互助組」に対して原来より半寸（約1.7

ミリ）深耕させ、農業生産合作に対して原来より１寸（約3.3ミリ）深耕させる』ことを農

民に要求した169。 

中国政府は東北地域で密植深耕農法を普及させるため、その優越性を強調していた。密

植農法の優越性については、中国政府は「遼北地区では7ヵ所の調査によると、1ha当たりの

耕地では高粱を5万株から10万株に増加すると、収穫量は2750キロから5000キロに増産した。

また、肇源県の経験にもとづいて、1ha当たりの耕地では粟を60万株から80万株に増加すれ

ば、収穫量は3500キロから4500キロに増産した」と強調した170。深耕農法の優位性につい

ては、中国政府は「ソ連農業の経験によると、耕地の深度は10ミリから20ミリに増加する

と、穀物の産量は１倍以上に増産」と宣伝した171。このように、深耕、密植、平作等の耕

作方法を採用するためには新たな農具が不可欠であり、新農具の導入が求められたのであ

る。新農具とは、1950年代初頭にソ連から導入した耕転・収穫・脱穀等の農作業全体で使

用された農機具の総称である。具体的には犁2個、耙1個、鎮圧器1個、播種機1個、除草機1

個からなり、動力源は、畜力であった(図3.7)。新農具は、中国の伝統的農具に比べてはるか

に大きな効率をあげるものだと言われた172ので、中国政府は新農具の普及を提唱した。 

新農具については 1949 年から北満地方でいち早く農地での試用が始まった173。その結果

                                                        
166「中国人民感謝ソ連農学専家蘆森科」、『人民日報』、1952 年 8 月 23 日。 
167 張慶泰（1953）。 
168 張慶泰（1953）。 
169 吉林省档案館档案資料第 55 巻（1952a）。 
170 張慶泰（1953）。 
171 中央人民政府農業部農業機械管理局(1953 年)、18 頁。 
172 吉林省档案館档案資料第 55 巻（1951）。 
173 1949 年の『東北農業』第 6 期によると、新式畜力農具の試作は最初に北満地方でおこな

われた。1949 年春に東北局農業部農産処は農業技術者をハルビン、克山、綏化などの北満

地方に派遣し、14 台の新式畜力農具による小麦の収穫を試みた。これらの新式畜力農具は

馬を動力源として、普通に 5－8 人の操縦者は 3 匹の馬を交替に使って、1 台当たり収穫機
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を踏まえて、1951年 2月から瀋陽農具場では双輪双铧犂、双輪単铧犂、円盤耙（disc harrow）、

鎮圧器（roller）等の新農具の生産が開始された。そして 1953 年からは全国各地の実情に合

わせて改良型も作られ、新農具の生産は試作段階から全国的なレベルでの本格的な生産段

階に入った。双輪双铧犂を中心にして中国農村に普及した新農具は、平原地帯の地形、土

壌特性及び穀物耕作の内容等がソ連のそれに比較的に近い東北・華北平原地帯に適してい

ると評価された。 

 

図3.7 双輪双铧犂と使用時の風景 

 
出所：魏徳忠、「試用双輪双铧犂（1958 年）」、http://www.fotocn.org/weidezhong/17461、

閲覧日：2013 年 4 月 5 日。 

 

 

四、1950 年代初頭における新農具の普及に対する中国政府の動向 

1．中国政府の農具改良に関する政策 

1950年代初頭、中国政府は東北地域から新農具普及運動を展開した。1949年12月、東北

農村問題座談会において、東北人民政府は改良した在来農具を普及し、条件の適合する地

域で新農具の使用を促進するという方針を確立した174。座談会の期間中には新農具展示会

を開催し、ソ連から輸入された開墾・播種・収穫用の新農具が13台も登場した。翌年3月、

毛沢東はソ連から帰国する途中に、この展示会を視察し、新農具を北京に送付するよう指

示した。1950年5月には中国農業部は東北人民政府から送付された14台の新農具を北京中南

海で展示し、中央人民政府をはじめ、各級政府幹部が参観した。そして1951年1月に農業部

は第二次全国農具工作会議を開き、「迅速に改良在来農具を増補し、穏やかに新農具を普及

する」とする農業普及運動の方針を策定した。1950年―1952年の間に、全国22省（市）で

約28万台の新式・改良在来農具が普及されたが、これらの農具の中では改良在来農具の割

                                                                                                                                                                   
は 3－8ha の小麦を収穫でき、従来の人力による収穫より大幅に効率が向上したと言われた。

また、1950 年の「吉林省 1949 年農業生産基本総結」によると、1949 年に吉林省でも 10 台

の新式畜力農具が普及された。 
174 宋超(2008)、160 頁。 
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合が90％以上を占め、双輪双铧犂を代表とする新農具は僅か約1500台であった175。そして

新農具の大部分は中国東北地域に集中的に配給された176。 

1952年までに土地改革が中国全土で基本的に完成した。1953年からの中国政府の農業政

策を簡略に言えば、農業現代化の中心的内容とされた農業機械化が実現する前に、土地改

革により成立した農業生産合作社・「互助組」を単位として、新農具、農畜及び化学肥料等

の集約使用を通じて、農業生産を発展させることであった。そして中国政府は、毛沢東の

指示に基づき、1954年から双輪双铧犂を重点として、新農具の普及運動を全国の農村部に

おいて展開した。新農具普及運動の経緯は以下のようであった。 

1954年7月農業部、第一機械工業部及び全国合作総社は第一次新農具工作会議を共催した。

「新農具工作会議状況に関する報告」を作成し、双輪双铧犂、双輪単铧犂、中耕器等の農

具を新農具普及運動の主要対象と指定した177。第1期5ヵ年計画中に准河以北の平原畑田地

区に双輪双铧犂124万台、双輪単铧犂24万台を導入することを決定し、双輪双（単）铧犂の

標準統一設計図の作成を正式に決定した178。 

1954年10月、第一機械工業部と第一機械工業管理局は、全国農具製造会議を共催した。

同年11月から1955年年末まで双輪双铧犂50万台の製造計画および中心的部品、铧犂、ボルト

等の統一供給を決定した179。 

そして1955年7月に第一機械工業部、農業部及び全国供銷合作総社は第二次全国農具工作

会議を共催した。同会議は「新式農具統一管理辧法」を作成し、双輪双铧犂等の農具に関

して、生産計画の統一作成、設計図の統一標準化、部品の統一規格化、原材料の統一調達

の実行を決定し、合わせて設計図に基づく生産と検査の実行を決定した180。又、農具操作

技士の養成、手工業者による修理網の建設、農具全体の二級管理制の実行等を決定した181。

更に、第1期5ヵ年計画中に180万台の双輪双铧犂、単铧犂の製造を計画し、対象農具は新農

具全般へ移すと決まった。 

以上、1950年から1955年に至る新式農具の普及過程について、管理と設計・製造の「統

一化に関する機関决定の経緯について確認してきた。その過程は大きく言って①1951－

1952年のソ連輸入品の試用、②1952－1954年の各地農具工場による分散的模倣製造、③1954

－1956年の全国統一計画下の大量生産体制という3つの時期に区分される182。中国全国では

1956年まで、新農具の生産・流通・供給・修理システムの設立が基本的に完成し、新農具

をめぐって、中国農村部において大規模な普及が始まった。 

                                                        
175 胡化凱(2007)、29 頁。 
176 「三年来全国各地推広新式農具簡況」、『新華月報』第 12 期、1953 年。 
177 朱顕霊・胡化凱(2009)、58 頁。 
178 村岡伸秋(1979)、246 頁。 
179 村岡伸秋(1979)、246 頁。 
180 村岡伸秋(1979)、246 頁。 
181 村岡伸秋(1979)、246 頁。 
182 村岡伸秋(1979)、250 頁。 
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2．新農具に対する中国政府の高い評価 

新農具の特性は、旧式の犂にくらべると土地を6.7－10ミリほど深く耕せ、在来農具が持

っていた弱点である深耕不能性、翻土183不全性を克服できることにあった。また、新農具

の操作は在来農具より簡易で、女性にも可能であるとされていた。1台の新農具と2－3匹の

家畜を使って、1日で0.6－0.9haの耕地を深耕し、労働力を節約することができると言われた
184。また、『大公報』は「東北地域においては大規模に新農具を採用することにより、①旧

農具の使用によりもともと開墾できない土地が開墾可能となり、耕地面積を拡大する、②

労働力生産性の向上により一人当たりの耕作面積を拡大する、③深耕、平作、密植等の耕

作方法を採用することが可能になることにより単位面積あたりの産量を著しく増やすこと

ができる等の利点がある」と評価した185。 

東北地域では、東北行政委員会農業局186（以下、東北農業局）が新農具を大規模に普及

させるため、新農具の優越性を宣伝した。東北農業局は、新農具の普及運動は「耕作方法

を改良し、農業生産力を向上し、単位面積当たり穀物の収穫量を増加させた」と評価した187。

特に、東北農業局は「新農具を使用していた農業生産合作社の増産が一層多くて、地域に

よって約15－108％の増産が達成できた。穀物の豊作が連年に実現するため、新農具を使用

しなければならない」と各省の農業管理機構に要求した188。東北農業局は、モデル地域を

取り上げて増産の成果を宣伝し、新農具の採用を推奨していたのである。 

要するに、新農具の労働力節約・増産効果について、中国政府をはじめとする各級政府

は強力な宣伝を行っていた。そして既に説明したように、東北地域で大規模に採用した密

植・深耕農法は新農具の使用を必須としていたので、1953年から東北地域では新農具普及

運動が本格的に展開された。以下では、吉林省の事例を通じて双輪双铧犂を代表とする新

農具の普及状況を説明しておこう。 

 

五、1950 年代初頭の東北地域における新農具普及運動の展開――吉林省の事例を中心とし

て 

１.1950年代初頭の吉林省における新農具普及運動の実態  

最初に、吉林省における新農具の普及状況を確認しよう。東北農業局は1950年から「重

点的に促進し、集中的に使用する」という方針を掲げて、新農具の普及を開始した。最初

は小麦の耕作に試用したが、やがて畑作物にまで新農具の使用を普及させた。中国東北で

                                                        
183 翻土とは鋤き返すことである。 
184「使用新式農具是増加農業産量的重要因素」、『人民日報』、1952 年 7 月 29 日。 
185「ソ連馬拉機械農具給農民帯来了幸福、馬慶福農業生産合作社使用ソ連馬拉機械農具生

産面貌日新月異」、『大公報』、1952 年 11 月 4 日。 
186 1953 年に東北人民政府農林部より東北行政委員会農業局に改名、東北各省の農業管理機

構であった。 
187 中華人民共和国農業部農業機械管理総局(1955 年)、25 頁。 
188 中華人民共和国農業部農業機械管理総局(1955 年)、25 頁。 
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は、1950―1953年の間に、約7600台の新農具が普及した189。その中で、吉林省は780台（1950

年は56台、1951年は36台、1952年は106台、1953年は582台）を占めていたが、これらの新

農具は24個県、市、旗に配分された190。 

吉林省政府は新農具376台を平原地帯の楡樹県、扶余県、農安県、九台県に重点的に配置

し、その割合は全体の46％を占めていた191。その中でも平原地帯の扶余県に対しては28台

と最も多くの台数が配置され、対照的に山地地帯の安図県に対して僅か3台しか配置されな

かった。新農具が配置されたのは、主に農業生産合作社、「互助組」そして国営農場であっ

た。農業生産合作社では444ヵ所の中で44台が使用され、「互助組」では333ヵ所の中で185

台が、国営農場では42カ所で137台が使用されていた192。 

また、吉林省政府は新農具の使用技術を普及させるために、各地で農業技術普及センタ

―（中国語：「农业技术推广站」）を大規模に設置していた。1953年までに吉林省政府は97

（1952年は25）の農業技術普及センタ―を設立し、500名以上の農業技術人員を農業技術普

及センタ―に派遣した。これによって、吉林省は6162人の新農具操作者を育成した193。こ

のように、1950年代初頭から新農具が増加するにしたがって、吉林省政府は新農具の操作

技術を習得させるために農業技術普及センタ―の建設も加速させていった（表3.8）。 

そして1950年代初頭に吉林省政府は新農具の使用を促進するため、金融機構と協力して、

新農具を購買する際に農業金融を利用し、農業ロ―ンを提供していた194。農業ロ―ンの内

容は以下のようであった。生産工場は原価で新農具を農民に提供して、工場の利潤が政府

から補助すると規定した195。1952年からは新農具価格の10％を政府から補助し、残りの資

金については中国人民銀行の期間3年の農業ロ―ンを利用して、初期の導入費用が無料で新

農具を農民に提供した196。更に、1953年からは新農具の普及を促進するために、農業ロ―

ンの返還期間が3年から5年に延長された。 

1950年代初頭から吉林省政府は農業生産の増産を目指して、新農具を当該地域の農村部

に配置した。そして新農具を普及させるとともに、農業技術普及センタ―の設置、農業ロ

―ンの提供などの政策を実施した。つまり、吉林政府は新農具の普及を促進させるため、

金融面での優遇政策を採用した。次項では、本章は吉林省档案館に所蔵されている档案資

料を用いて、新農具の実効性を検証してみよう。 

 

 

                                                        
189 中華人民共和国農業部農業機械管理総局(1955 年) 、25 頁。 
190 吉林省档案館档案資料第 55 巻(1954b)、添付資料 3 を参照されたい。 
191 吉林省档案館档案資料第 55 巻(1954b)。 
192 吉林省档案館档案資料第 55 巻(1954b)。 
193 吉林省档案館档案資料第 55 巻(1954b)。 
194 吉林省档案館档案資料第 55 巻（1952b）。添付資料 4 を参照されたい。 
195 吉林省档案館档案資料第 55 巻（1950b）。添付資料 5 を参照されたい。 
196 吉林省档案館档案資料第 55 巻（1951）。 
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表3.8 1953年の吉林省各地域新農具及び農業技術普及センタ―配置計画表 

 
1952 年農業技術普及

センタ―の数量 

1953 年農業技術普及

センタ―の増加数量 

1953 年農業技術普及セン

タ―の技術人員増加人数 

楡樹県 2 14 42 

扶余県 2 14 42 

延吉市 1 2 6 

永吉県 1 5 15 

農安県 2 5 15 

懐徳県 1 4 12 

長嶺県 1 1 3 

九台県 2 4 12 

徳恵県 1 5 15 

郭前旗 1 3 9 

伊通県 1 ― ― 

舒蘭県 1 3 9 

雙陽県 1 ― ― 

乾安県 ― 1 3 

磐石県 1 ― ― 

延吉県 1 ― ― 

蛟河県 1 1 3 

敦化県 1 ― ― 

樺甸県 1 ― ― 

和龍県 1 ― ― 

汪清県 1 ― ― 

琿春県 1 ― ― 

長春市 ― 1 3 

安図県 ― 1 3 

吉林市 ― 1 3 

国営農場 ― ― ― 

合計 25 65 195 
 

出所：『1953 年吉林省各地推広新式馬拉農具計画』、吉林省档案館档案資料第 55 巻、1953
年より筆者作成。 
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2．1950 年代初頭の吉林省における新農具普及運動の実効性 
農事試験によると、吉林省の耕地条件が新農具に「適用かつ効率よし」と評価され、新

農具の使用により農業生産性を向上させるはずであった。しかし、档案資料によると、新

農具の実効性に対する吉林省農業庁の評価は、東北農業局の評価と微妙に違っていた。吉

林省農業庁によって調査された新農具の実用性に関する統計資料の数値は、東北農業局の

デ―タに比べると増産率が低かった。吉林省では30－50haの耕地を耕した新農具は171台で、

その割合は全体の22.6％を占めていた。すなわち、全体の22.6％の新農具はその使用効率が

旧式農具より高いと確認された。これらの新農具を利用していたのは、主として農業生産

合作社及び一部の「互助組」であったが、これらの組織が農具を使用していた場所は主に

平原地帯で、耕地面積も広く、家畜及び熟練な操作人員といった資源も豊富であった。一

方、,旧式農具の効率より顕著な向上が確認できず、10－30haの耕地を耕していた新農具は

376台で、その割合は49.3％と高かった。この部分の新農具を使用していたのは、主に家畜

及び熟練な操作人員といった資源が少ない農業生産合作社と「互助組」であった。そして

逆に旧式農具の効率にも達せず、僅か1－10haの耕地を耕していた新農具は215台で、これら

を使用していたのは主に新設で、新農具を使用する経験がない「互助組」或いは生産合作

社であった197。 

新農具を導入した成果を増産効果の面から見てみると、農産物の収穫量が増産した地域

の割合は約30％を占めたが、収穫量が逆に減産した地域の割合が約20％に達していたこと

も見落とすことができない198。つまり、約70％以上の地域では、新農具を導入したことに

よる増産効果は、明確にはでていなかった。また、吉林省ではせっかく導入したにもかか

わらず、18台の新農具が放置されていた。 

各県の状況についていうと、耕地の条件が恵まれていた楡樹県では、92台の新農具が導

入されたが、10ha未満の耕地を耕した新農具は20台で、同県で使用されていた全体の中で約

20％を占めていた。また、扶余県の倪洪昇社は15匹の家畜と120 haの耕地を有していたが、

新農具で耕した耕地は僅か25 haだけで、収穫量も少なかった199。すなわち、中央政府は吉

林省の耕地条件が新農具の使用に適合すると評価していたが、実際には新農具の導入は農

業の発展をもたらしていなかった。こうした状況を踏まえて、先にも紹介した「1953年吉

林省農業生産工作総結与1954年農業生産方針」は、多くの農民が効率の低い新農具に対し

て不信の念を持つようになり、大量の新農具が実際には放置されていたと承認した200。 

1950年初頭以来、中国政府をはじめとして、共産党組織は新農具の使用を促進するため

に、好成績を挙げていた個別地域の使用状況を宣伝した。しかし、吉林省の農村部では新

農具を使用しても穀物の増産がはっきりとは確認できない地域が約70％に及んでいた。す

でに紹介したように、大部分の新農具は農業部の農事試験によって平野地帯、したがって

                                                        
197 吉林省档案館档案資料第 55 巻（1954b）。 
198 吉林省档案館档案資料第 55 巻（1954b）。 
199 吉林省档案館档案資料第 55 巻（1954b）。 
200 吉林省档案館档案資料第 55 巻（1953b）。 
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特に中国東北地域に適合すると評価されていた。しかし、東北3省の一つである吉林省にお

いても新農具の効率はあまり高くなかった。新農具に欠陥があったことは明らかである。

次に、新農具と新農具普及運動そのものは農業生産の向上に繋がらない原因を検討してい

きたい。 

 

4．1950年代初頭の東北地域における新農具普及運動の限界――吉林省の事例を中心とし

て 
（１）新農具の品質について 

前述したように、吉林省では新農具は農業生産に顕著な発展をもたらさなかった。その

一つの原因は、新農具が持っていた品質上の弱点であった。新農具普及運動は1950年に開

始されたが、この運動の展開によって新農具に対する需要は急増した。吉林省の場合でい

うと、1953年に普及された新農具は582台で、1952年の約5倍となり、1956年になると、そ

の数は22,036台に急増した201。それとともに原材料に対する需要が高まり、1955年に鞍山鉄

鋼から中国全国各地の農具工場に供給された鋼材は1954年の2倍、5万トン以上にのぼった
202。また、政府統一制定された膨大な計画生産量は現地の貧弱な工業・手工業に重い負担

を加え、新農具の配給の拡大に応えるために生産の拡大が追求されたが、それに伴って新

農具の品質に劣化が目立つようになっていった。新農具の品質については、普及運動の初

期ともいうべき1953年の時点で、すでに使用者側からは「犂部の鉄鋼の強度が不足」、「部

品の品質が劣悪」、「様式が多様である」等の不満と批判が指摘されていた203。また、新農

具部品の互換性については「部品の相互交換ができない」、「部品がすぐ獲得できない」、「一

部の部品が現地で生産できない」などの欠陥も存在した204。具体に紹介すると、「吉林省永

吉県司馬屯において新農具を使って、17haの耕地を耕したが、犂の部分が5ミリまでも摩損

した」、「吉林省蛟河県において、使用されていた16台の播種機の中で7台の軸が曲がった。

また、鋳鉄の部品もよく摩損し、予備の部品が無い」といった報告が出されていた205。加

えて、新農具の価格は旧式農具よりもずっと高かったので、穀物の増産効果が実現できな

いときには、農民の経済負担は一層重くなった。 

 
（２）新農具の配分について 
 新農具の生産については、生産計画の統一作成、設計図の統一標準化、部品の統一規格

化、原材料の統一調達がはかられた。これは中華人民共和国としては初めての経験であっ

た。また、新農具の配分についても、農業生産資材として、統一配給が実施された。しか

                                                        
201 吉林省档案館档案資料第 55 巻(1956)。添付資料 6 を参照されたい。 
202「鞍鋼今年供応農村大量鋼鉄と肥料」、『人民日報』、1955 年 12 月 26 日。 
203「第一機械工業部、第一機械工業管理局召開会議、決定努力改進和推広新式畜力農具」、

『人民日報』、1954 年 10 月 25 日。 
204 吉林省档案館档案資料第 55 巻（1954b）。 
205 吉林省档案館档案資料第 55 巻（1954b）。 
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し、地形や畜力といった各地区、各地域の耕作状況に対する調査研究が不足していたため、

新設された新農具を配給するシステムは効率性が低かった。配給システムは、販売計画や、

製品調達の具体的組織工作が不備であったために品切れと滞貨が同時に発生した。また、

修理や部品の配給工作で計画性を欠いたため、実際の需要に遅れていた。例えば、黒竜江

省の土質は主に粘土質で、双輪単铧犂に適合していたが、政府の配給計画では双輪双铧犂

の配給数が35,000台であったのに対して、双輪単铧犂は21,000台と前者に重点が置かれてい

た。逆に、遼寧省では双輪双铧犂が土質に合っていたが、双輪単铧犂が大量に滞貨してい

たのに、その計画配給量が1000台から4000まで不必要に拡大されていた206。つまり、新農

具の配分制度は、地域毎の配給と需要を使用現場の実情にあわせて的確に把握し適切な台

数を配給するという点で、また部品の供給を維持するという点で、うまく機能していなか

ったのである207。 

 
（3）農業技術普及センタ―の実効性について 

1950年代初頭、新式農具の生産を担っていたのは主に地方国営工場であったが、修理に

ついては農村手工業者が行っていた。彼らの修理技術は必ずしも高くなかった208。このた

め、東北人民政府は新農具の修理・使用方法及び農業耕作技術を農村部に浸透させるため

に、農業技術幹部と農村手工業者を組織して、1951年から農業技術普及センタ―の設立を

開始した。既述のように、1953年に新農具普及運動が加速されるにしたがって、吉林省に

おいても、農業技術普及センタ―の設置数は増大した。農業技術普及センタ―は農業技術

の試験・教育・伝播・支援等を業務としており、現在も中国農村部でその役割を果たして

いるが、1950年代初頭においては、主に新農具の使用技術を普及し、それを修理すること

が主要な任務となっていた。吉林省政府の調査資料によれば、同省内の農業技術普及セン

タ―のうち、「増産を実現し、新しい技術人員を育成した」と評価されたのは24ヵ所と全体

の約24％で、「増産の効果があまり見えない、新しい技術人員の育成が遅い」と評価された

ところが45ヵ所、約47％を占めていた。そして全体の約29％を占める28ヵ所については「逆

に減産になり、半分以上の人員が新農具ガ操作できない」と認定されていた209。つまり、

農業技術普及センタ―の設置は農業生産の増産に必ずしも繋がっていなかったのである。 

具体的に指摘するならば、吉林省の調査資料では、農業技術普及センタ―の主な問題が

①農業技術者の水準が低い210、②現地幹部が重視しない、③新農具が分散されたので現地

                                                        
206「東北四省推広新式畜力農具与試弁農業機器拖拉機站的情況和問題」、『中国農報』、1954
年 4 月 21 日。 
207 吉林省档案館档案資料第 55 巻（1956）。 
208 村岡伸秋(1979)、253 頁。 
209 吉林省档案館档案資料第 55 巻（1954b）。 
210 例えば、吉林省档案館档案資料第 55 巻、（1954c）によると、1954 年に 74 人の農業技術

幹部を農業技術普及センタ―に派遣したが、そのなかで僅か 31 人が農事訓練を受けたこと

があった。また、同年に 305 人の農事指導員を農業技術普及センタ―に派遣したが、その

なかで 48 人は農業生産の経験が全然無かった。 
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指導が難しい、④新農具の専門操作者が少ない等の４点にまとめられ、その中でも特に技

術指導員の水準が低く、その育成が遅れている点が大きな問題とされていた211。実際、多

くの場合、技術指導幹部は農民からの信頼を失っていた212。 

 
 

（4）新農具の価格について 
新農具の価格は高価で、農民の支払い能力を越えていた。その原因は製造コストが高い

ことと、販売過程の手続きが煩雑で、経費がかさばっていたことにあった。例えば、双輪

双铧犂の場合、1台を生産するためには約95キロの鉄鋼が必要であったが、この鉄鋼の価格

が、コスト高を規定していた213。コストの問題について補足すると、新農具を代表する双

輪双铧犂の場合、全国平均の工場出荷価格は1955年の時点で113元8角、標準小売価格は128

元であった214。工場出荷価格は政府の農業補助割引によって下げられることもあったが、

それでも約80元に達した。同時期、1ha当たり耕地の穀物産量は約1200キロで、100キロの

穀物価格はわずか20元しかなかった215。つまり、新農具の最低価格は一般農民にとってか

なり高額であった。1951年になると中央政府レベルでも吉林政府のレベルでも農業補助、

農業ロ―ンが用意され、新農具の価格についても上限性が設けられた。しかし、農民の間

には、それでも「売価が高い」、「農業ロ―ンの期限が短い」、「負担が重い」等の新農具に

対する不満が存在していた216。これらの不満は単に価格が高かったと言う問題だけでなく、

新農具に欠陥があり、生産効率が上がらなかったために、農業金融政策の魅力が薄れてい

たことの反映であったと理解することができよう。 

以上、吉林省の事例を中心として、1950年代初頭に推し進められた新農具普及運動の実

態、新農具の実用性と限界について説明してきた。全国的な動きについて言うならば、欠

陥が明らかになっていたにもかかわらず、中国政府は1955年7月、第二次全国農具工作会議 

により「新式農具統一管理辧法」を作成した。その中では、双輪双铧犂等の新農具に関し

て、生産・管理・供給についての統一したシステムを設立し、第1期5ヵ年計画中に180万台

の双輪双铧犂・単铧犂の製造を計画した。これによって普及運動は行政的な強制力が強め

られ、新農具は農村部への配給は急増していった。しかし、新農具の普及が進むにつれ、

耕地条件、家畜不足などの問題が全国的に指摘されるようになり、特に南部水田地帯では

突出して問題が生じていた。また、強制的な新農具普及政策をとった結果、一部の農村部

においてはむしろ農村部で実際に新農具の使用が減少した。1956年に中国全国農具工場で

生産された双輪双铧犂は170万台であったが、そのうち全国農村部に配給されたのは僅か80
                                                        
211 吉林省档案館档案資料第 55 巻、（1954b）。 
212 吉林省档案館档案資料第 55 巻、（1954b）。 
213 村岡伸秋(1979)、252 頁。 
214「闘於貫徹国務院批転国家計画委員会‘関与新式農具降低価格問題的報告’的聯合通知」、

『中国農報』No.22、1955 年、28―29 頁。 
215 胡化凱(2007)、55 頁。 
216 吉林省档案館档案資料第 55 巻、（1954b）。 
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万台にしかすぎなかった。しかもその80万台の中で15万台は品質等の原因で返品された。

特に深刻な事例を挙げると、1957年に山東省では新農具の普及数量が1956年に比べて約70%

も減少し、一部の地区においては新農具の使用を拒否する事例も現れた217。しかし、毛沢

東はこれらの状況を「思想的問題」として取り上げて、新農具の不使用、返品などの現象

を「右傾主義」として激しく批判した218。また、毛沢東の指示を受け、1958年2月に農業部

部長廖鲁言は新農具普及政策を強調し、新農具の使用を「路線的問題」だと指摘した219。

更に、1958年4月16日に『人民日報』は双輪双铧犂を代表とする新農具の優越性を宣伝し、

新農具を大規模に使用するようと強調した220。新農具普及運動はこのように1958年になる

と完全に強制的政策に変身し、全国に拡大していった。 

1956年以後、中国政府の普及政策が強権になるにつれ新農具は実態に合わない地域にお

いても導入が進められ、特に中国南部などでは深刻な失敗を招いていた。また南部のみな

らず、東北地域においても問題が指摘されるようになり、いったんは農事試験場によって

「適用かつ効率よし」と評価された新農具の使用について見直しが求められるようになっ

ていった。双輪双铧犂を代表とする新農具の普及運動には中華人民共和国初期における工

業・手工業水準の低さ、計画経済体制の不備などの原因で、欠陥が存在した。政府は優越

性を唱え、全国に普及させた新農具は実際に「適用」と評価された吉林省においても効率

が悪く、農民の不満が激しかった。要するに、中国政府が推し進めた新農具の導入をはじ

めとする農具の改良により農業生産の進歩を促進するという試みは、1958年までに失敗し

てしまったのである。 

 

小 括 

本章は1948年から中国東北地域で展開された農業技術改良運動について吉林省の事例を

中心として検討した。ここでは、冒頭で提起した5つの研究課題に照らし合わせて、本章の

結論を総括的に提示し、残された検討課題を述べることにする。 

１．1948 年末に東北全域を占領すると、共産党は関内地域に継続していて、内戦を支援

するため、耕耘方法をはじめ、良種の収集と普及、肥料の使用、農業技術研究・教育機構

の設立等の方面から東北農業の回復を促進した。このため、1948－1949 の二年間に東北地

域では耕地面積が拡大し、穀物の増産が実現した。また。これらの政策は 1949 年以後の中

華人民共和国期の東北人民政府に継承された。特に、農法や農具の改良を促進する政策は

1950 年代の東北地域における農業技術改良運動の中心課題となり、その動向に大きな影響

を与えていた。 

２． 1949―1957年の東北地域における農業技術改良運動の背景には、「満洲国」時代か

                                                        
217「提高双輪双铧犂的効用」、『人民日報』、1958 年 4 月 16 日。 
218 李鋭(1999)、157―169 頁。 
219「廖鲁言在南方双輪双铧犂会議上的講話」、『新華月報』第 7 期、1958 年。 
220 前掲、「廖鲁言在南方双輪双铧犂会議上的講話」(1958 年)。 
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ら遺留された農業生産の特徴が密接な関係を持っていた。具体に言えば、解放初期の東北

では農業人口、化学肥料、優良品種などが不足していたが、他方で食糧増産を達成するこ

とが焦眉の課題となっていた。悪条件のもとで増産を実現するために東北人民政府は耕作

方法の改良を通じて農業生産性を向上させ、農業生産をいち早く回復させる必要に迫られ

ていた。 

３．1950年から食糧の増産を目指して、共産党は耕作方法に対する改良に着手し、農業

技術の向上を推進した。具体に言えば、主に在来肥料の施肥量を拡大し、耕起、中耕、除

草の回数を増やして、農業生産力の引き上げを追求した。1949―1952年の東北地域におけ

る穀物生産高を確認すると、洪水の被害があった1951年を例外として、順調に回復してい

た（表3.2）。在来肥料の製造は畜糞ないしは人糞尿に、耕起・中耕・除草等の作業は労働人

口に依存していた。このため、共産党は在来肥料の原料、労働力、更に畜力の確保に力を

尽くしたが、その成果には限界があった。このため、共産党は農業労働生産性の向上を目

指して、在来農具の改良に本格的に取り組むことになった。 

おりしも中国政府は1950年から「向ソ一辺倒」政策を採り、ソ連のもとに農業技術の改

良運動を展開していた。そうした動きの中で深耕・密植農法がソ連式の先進農業技術とし

て中国農村部に導入されていった。そして深耕・密植農法は、双輪双铧犂を代表とする新

農具の利用を不可避としていたから、新農法の導入は新農具普及運動と一体になって進め

られることになった。 

４．1953年になると、ソ連から導入した新農具は黒龍江省のモデル農村や農事試験場で

の実験を踏まえて中国の農具工場で複製され、東北の農村部での利用が本格化した。新農

具の生産については、1956年までに統一生産計画の作成・設計図の統一・部品の統一標定・

原材料の統一調達という一連の供給体制が整えられた。そして1956年からは、東北をはじ

め、中国各地の農村部で大規模に新農具の普及が推し進められた。 

５．双輪双铧犂を中心とする新農具について、中国政府はその性能を高く評価していた。

本章では、こうした高い評価を受けていた新農具について、吉林省における導入事例を検

討対象にしてその実態を検討してきた。 

吉林省では1950年初頭からいち早く新農具の普及が開始された。吉林省政府は省内の各

地に農業技術普及センタ―を設置するとともに、低利での営農資金の提供といった優遇策

を実施した。しかし、新農具の導入は、実際には、全国的にはもちろんのこと、強力な普

及助成策がとられた吉林省においても、農業生産の拡大という点で大きな成果を上げるこ

とができなかった。新農具の普及が追求された1952－1956年の東北地域における１ha当たり

の穀物生産高は、1956年を例外として、1952年の水準を下回った（表3.1）。すなわち、中央

政府が特に1953年以降に強力に推し進めた新農具の普及は、農具の使用範囲を拡大すると

いう点で表面的には大きな成果を上げていたが、結局、農業生産の拡大には繋がらず、資

源の浪費を招いていたのである。 

最後に、新農具普及運動について1点だけ補足しておきたい。それは同運動を進める過程
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で進展した農民の組織化という問題である。新農具の使用は耕地、家畜、資金などの集中

的な活用を不可避とする。このため新農具の普及運動は、農業生産の集団化を促進するこ

とにつながった。新農具普及運動は農業増産という当初の目的に照らしてみれば失敗に終

わったと言わざるを得ない。しかし、この運動は社会主義建設のために農業を集団化する

という側面から見るならば、農業を前進させるための重要な役割を果たしていた。1950年

代初頭から展開された新農具普及運動は土地改革以後の社会主義農村経済改造運動に深い

影響を与えていたと言うこともできるのである。この点を実証的に裏付けることは今後に

残された課題である。 
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添付資料１  

衣保中、『中国東北農業史』、吉林文史出版社、1990 年、668―669 頁。原資料：「関与建立

各級農業試験場的方針」、『東北農業』創刊号、1949 年。 

一、为了发展农业提高农业技术, 应有重点的恢复与建立农事试验场, 农业部在南北满建立

两个中心试验场, 每省建立一个中心试验场, 而较大的县分建立与生产相结合的采种场或种

子繁殖场, 在统一方针计划下, 分别地区, 分别试验场性质,有重点进行技术研究试验, 以

资解决农业生产当中的有重大作用的技术问题, 以期能收到实际效果。 

二、农事试验场的试验工作应从实际出发, 根据提高农业生产的需要与目前可能利用的技术

条件, 进行研究试验工作, 而且必须抓紧主要的, 对提高农业生产作用大的, 而且普遍可以

做得到的事情, 并求得逐渐的普及与提高。试验场的业务方针, 应以农作物为主, 而每个地

区又应以适宜于当地条件的几种主要农作物为中心。农林部、省、县试验场也应有分工, 有

不同的重点。 

(一) 农林部试验场: 1. 选种育种, 进行种子改良, 以供给各地方试验场优良之品种。2. 

畜力拽引机械农具使用试验, 并与使用新农具相适合的一套耕作栽培方法,以及使用肥料的

试验。3. 防治病害虫害, 例如小麦的疸病, 水稻热病, 以及各种作物的虫害试验研究。4. 畜

产方面, 着重于耕畜家畜家禽的品种改良试验与优良品种之繁殖, 以供给各地方试验场的优

良品种, 并研究改进饲养及管理方法。同时进行耕畜的防疫研究, 推广有效的医治耕畜的方

法。5. 蔬菜园艺, 整理目前现有品种及介绍新的品种。 

(二) 省立试验场: 1. 主要的业务, 应当是搜集已有的农产、畜产优良品种, 进行地域性

栽培试验, 并作纯种繁殖, 以供各县品种繁殖场之用。2. 搜集过去残留各地之新农具, 并进

行耕种方法试验。3. 以本省主要几种特产的种子栽培方法等试验及防治其虫害病害研究。4. 

以该省主要病害防治研究。5. 绿肥栽培与绿肥作物试验。6. 与种马场密切配合研究本地耕

畜的改良与繁殖。 

(三) 县设品种繁殖场或采种场, 主要以繁殖已有优良品种及使用已有的技术经验, 做示

范与进行推广工作。 

三、技术试验工作应有群众路线。我们试验目的, 在于为广大农民培养优良的品种、新工具、

新的栽培方法、适合本地的耕畜, 以及防治病害办法以期提高广大农民的生产技术, 把试验

的成果交给群众, 为群众所掌握。因此就必须吸收农民经验, 总结群众生产经验并提高之。

在技术方法上多采取群众可以办到而能接受的方法, 使技术与群众相结合, 克服技术人员保

守观点、单纯技术观点和脱离现实的百废俱兴的观点。在每个试验场附近, 应经过对群众的

实际帮助而建立示范农家、示范村屯, 研究他们生产当中技术上所存在的困难, 以及把试验

成果交给他们试验, 切实地总结群众使用这些办法对于提高生产的实际作用, 然后普遍推广

之。 

四、在统一方针下, 各级试验场进行研究、试验工作, 并应加强各场联系, 以便交流经验, 建

立定期技术工作会议, 并作技术试验书面的报告。农业部办的《东北农业》月刊作为交流经

验、指导工作刊物, 其对于技术上有创造发明和贡献者应奖励。奖励干部学习技术, 重视技
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术工作。 
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添付資料2： 

吉林省人民政府農業庁、「1952 年吉林省农业生产方针任务与具体措施」、吉林省档案館档

案資料第 55 巻、1952 年。 

结合我省各地具体情况，大力推广肇源「等距宽播，涧苗保苗」，并要做到深耕与合理施

肥，各地对当地生产经验应系统地加以总结，注意其相关性，并以苏联先进农业科学技术丰

富这些技术经验，因地制宜的推广下去，1953 年在改进农业技术上提出如下要求： 

一，提高栽培技术 

1 等距，宽播，涧苗，保苗 

根据地区情况和作物及其品种的不同，各地必须大力推广肇源经验，做到宽播，等距，涧

苗，保苗并合理多施肥，深耕等耕作密切结合，做到适期提前播种，大豆，谷子，小麦在原

有基础上加宽播幅，增加单位面积株数，高粱，苞米适当缩短行，株距，逐步将二尺以上的

宽垄改为一尺八寸的垄，水稻扩大正行插秧，合理密植，重点推广崔松竹育苗和插秧方法。 

 

2，深耕细作 

要求一般农民及互助组在原有基础上加深半寸以上，农业生产合作社加深 1 寸以上，使用

新农具的社，组要深耕 5.5 寸以上，要求做到翻，耙，压的连接作业，在旧农具耕作的基础

上，大力减少旧垄硬耙，提倡翻后耙，要求基本消灭粗糙耕作法，水田要春翻两遍地，要求

延边 70%，其他地区 35%以上，并要做到细耙。使用新农具耕地，秋翻面积要达到 50%以上，

一般要在 15%以上，水田延边要在 15%以上，并做到细耙。 

 

3，新农具的推广 

苗幅增宽行距缩短因而在农具上必须要适应新的要求，因此各地对旧农具改良工作必须很

好地加以研究，耕地应根据具体情况，因地制宜的在现有农具基础上加以改良，要和农民商

量改良适用，防止主观脱离现实的作法。 

 

二，施肥和改良土壤 

１．扩大施肥面积增加单位面积施基肥数量，提高粪肥质量，1953 年全省要求施基肥面积

比 1953 年增加 7.2%，达到总播种面积的 67%。每垧施肥量平均 15 吨以上，逐渐从根本上消

灭 2,3 年一撮粪的现象，农业生产合作社和使用新农具耕种的土地，要达到 80%以上，每垧施

肥量在 20 吨以上，在播种时要用熟肥，秋施肥的面积要达到占秋翻面积的 15%，并重视发酵

与保肥工作。 

２．废弃合理追肥，1953 年要求追肥面积达到 20%，根据不同的土壤和作物需要适期合理

的使用耕种速效肥料作追肥，要求农业生产合作社，常年互助组，和使用新农具耕种的小麦，

谷子，高粱，苞米等作物，在播种时要用血粉，炕洞灰等拌种，推广大豆根瘤菌接种 45万垧，

水稻和特作物施用硫安 4718 吨，氯化安 100 吨，小麦大豆用过磷酸石灰 430 吨，并推广骨粉

314 吨。 



 

 78 

３．继续贯彻常年积肥方针，改善积肥方法，从多方面开拓肥源，农业生产合作社和互助

组，要普遍做到牲口有棚，猪有圈，人有厕所，家家有粪坑，1953 年要求在当年施基肥数量

的基础上，增加 20%，1954 年平均每垧施肥量 17 吨，施基肥面积达到 72%，县示范繁殖场负

责培养扎扎菌液，技术指导站要有重点的指导工作，与发动农民用扎扎菌堆肥，在大，中，

小城市加强城肥和屠宰厂的血粉管理，组织城肥下乡和血粉供应。 

４．砂碱地和粘土地，提倡土壤改良，组织群众沙压碱，碱压沙，沙土掺粘土等办法，以

改良土壤结构，提高土壤肥力。 

 

三，提高与普及良种 

贯彻普及良种和提高良种并进的方针，1953 年在整理和提高现有良种的基础上，以大豆，

小麦，水稻，高粱，谷子，苞米等粮食作物为主，推广良种面积 934,260 垧，占粮食作物 34.2%，

其中优良品种 421,348 垧，地方良种 512,912 垧。 

１．开展群众性的选种运动，以农业生产合作社与互助组为单位，从春耕开始普遍建立留

种地，其面积以足够下年做种用的为准，有技术指导站的地区要开展好这一工作，并在全省

半数以上的县份开展群众性评选良种工作，评选县份要有半数以上的村屯参加，评选前要培

训骨干，省在挂锄初期训练干部，县负责训练村干部及社，组的积极分子，以加强评选运动

的领导和骨干作用，选出{县初选种}就地推广，并交省试验场继续选种培育。 

２．建立种子鉴定检查制度，凡由县示范繁殖场繁殖出来的种子，必须经省实验检查方准

推广，良种纯度与发芽率必须在95%以上。…… 
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添付資料３: 

吉林省人民政府農業庁、「吉林省 3 年来推广新式马拉农具工作的基本总结」、吉林省档案

館档案資料第 55 巻、1954 年。 

一，农具推广的基本情况 

吉林省从 1950 年开始迄今三年来已先后推广了新式马拉农具 780 套，（1950 年推广 56 套，

1951 年推广 36 套，1952年推广 106 套，53 年推广 582 套）。分布在全省 24 个市、县、旗中，

尤以土地平坦肥沃的榆树、扶余、农安、九台等四个大的县为主，推广了 376 套，占全省总

数的 46%强。最多的扶余县推广了 28套，最少的安图县推广了三套，一般的县分占有农具 20

套左右。这些农具的使用对象全市组织起来的农民和国营农场，期中有 444 个农业生产合作

社，使用 44 套，有 333 个互助组使用 185 套，有 42 个国营农场使用 137 套。在 780 套农具

中有 18 套积压的其余 762 套每套平均耕种 20 垧地左右，在发挥农具效能方面无论是从播种

面积还是从增产效果来看都是「使用年限长的得多，使用年限短的少，有基础的社，组多，

基础较差的社，组少」，具体可从下面两方面看。 

 1，从播种面积上看，平均每套播种 30 垧至 50 垧的有 171 套，占新农具总数的 22.6%，这些

农具的使用对象除国营农场外多半是年限较长，土地连片，牲畜力较强，并有经过训练的农

民技术手得好的农业生产合作社和部分常年互助组。其次是平均每套耕种 10 垧至 30 垧的有

376 套，占总数的 49.3%。这种情况多半是在一些基础比以前一种差一些的社，组中，再次是

没套农具播种在 1 垧至 10 垧的共有 215 套农具，占总数的 28.1%。这种情况绝大部分实在新

建的社或互助组中，而且是头一年使用。 

2，从产量上来看，全省 1952年以前推进的 198 套农具中平均比旧农具增产的有 59套，占总

农具数（指 1952 年以前的）30%。因技术不熟练对农具操作与耕作技术结合的差，而与旧农

具产量相同的有 99 套，占农具总数的 50%。因技术没跟上而少于旧农具产量的有 40套，占总

农具数量的 20%。 

 今年使用起来的新式农具据目前作物生育情况预测来看，比旧农具增产的有 225套，相同的

有 345 套，不如旧式农具的有 162 套。 

 几年来的事实说明使用新式农具耕种不但能多打粮食而且是改革更种方法由高作到平作逐

步实现农业机械化的基础和方向。至于没有增产或个别减产的主要原因应该说是技术指导没

有跟上。 

 为了帮助农民使好新农具，跟随着农具的推广，全省从 1952 年春起先后建立了 97 个以农具

为主的农业技术指导站（其中 52 年建立了 26 个，53年建立了 26个，53年建立 71个）。这

些站分布于 23 个市，县，旗的 134 个区 271 个村中，共有 500名干部。具体发挥技术指导作

用的情况可分为如下三种： 

1，当地领导重视，指导面集中（2,3 个村），干部工作能力较强，培养了农民技术手，因而

发挥了新农具效能。必究农具增产的多，相同的少，个别的减产，群众威信也较高。这样站

初步统计全省有 24 个，占全省总数的 24.8%。 

2，指导面大，站的干部业务水平低，农具操作技术和耕作技术结合的差，虽然训练了农民技
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术手，但起的作用较差。这样站指导的新农具和旧农具产量相同的多，增产的少，部分减产。

全省像这样的站有 45个，占总数的 46.8%。 

3，指导面很分散，当地领导不太重视，站干部思想水平和业务水平很低，有半数以上不会使

用新农具，更不能做到农具操作与耕作技术相结合。因此，新农具种的地比旧农具减产的多，

相同的少，少数的增产群众反应很坏这样的站全省有 28 个，占站总数的 28.9%。 

 

二，主要成绩 

1，推广了新式农具，为改革耕作方法逐步提高农业生产指出了个方向。三年来全省共推广了

780 套新农具，其中有部分是起到了增产示范作用，一般使用新农具耕的地都是由小到大逐年

提高了产量，因之新农具在群众中的威信也在逐渐扩大。播种面积在逐年增加。如德惠县边

岗村于显章农业生产合作社，51 年用新农具种了 8 垧大豆，平均每垧打四石五斗，用旧农具

种的平均每垧打三石，新比旧多打了 1 石 5 斗。1952年全社又用新农具种了 14 垧，其中大豆

9.1 垧，平均每垧打 7 石同年用旧农具种的打 5 石，新比旧多打了 2 石，因为他们亲自体验到

新式农具多打粮的好处，从而更增强了使用影响，有些农民认识到使用新式农具的好处，有

了使用新农具的要求，所以今年全村又增加了 8套新农具。 

2，建立了技术指导站，培养了干部。全省共建立了 97 个以农具为主的农业技术指导站，培

养了 500 名干部，初步进行了一些一般性的栽培技术指导，除了指导好使好农具外，并给农

民指出了集中各方面力量挖掘农业生产潜力的方法和前途。 

3，培养了 6162 名农民技术手，他们都在不同程度上形成生产战线上的骨干。如扶余 4 区翻

身指导站培养了 40 名农民技术手，他们在生产上起到了很大作用，全站平作的 82 垧小麦中

就有 80 垧是农民年技术手亲自操作的，生育的很好。舒兰县孙绍岩社朱宝兴从 50 年开始就

自己摸索使用新农具，并加我们进一步培养，现在已成为很熟练的技术手。1952 年该社的大

豆丰收，期中由 2.5垧高产，每垧平均打 4495斤，全县劳动模范去参观时，朱宝兴给介绍经

验，对劳模，干部启发教育很大。这些实际例子都说明了把技术交给群众的重要。 

4，积累了一些经验 

 几年来无论在农具推广的方法上还是在操作农具技术和栽培技术上，都摸索了一些经验。例

如，1，农具归站所有，租给社，组使用的工作办法。2，农具操作技术和耕作技术结合上的

经验。3，指导站和农民供销社订立三者结合合同，以及站与农民订立的技术增产合同。4，

建立群众性的技术传授网……等经验。这些经验虽有的只在初步摸索中，还需进一步研究总

结，但总的还是为今后进一步发挥指导站的作用和提高农具效能创造了条件。 

 

三，存在的主要几个问题 

由于我们对坚决稳步的推进方针贯彻执行较差，加上有些地方的领导上不够重视，特别是技

术指导没有很好的跟上，因此当前还存在着下面几个问题： 

1，没有充分发挥农具效能，全省推广的 780 套农具中绝大部分是 1953 年推广的，就是以前

推广的虽然有的比旧的农具种的地逐年增加了产量，但为数不多。加上我们不根据客观条件
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出发，千篇一律的要求每套农具的耕地数量，追求熟练忽视了质量。 

 据今年预测农作物的情况看，和旧农具耕种产量比较，还是增产的少，相同的多，少数减产。

因而部分农民能对农具是否好使发生了错觉。从播种面积上看，当然我们不是急于求成，但

就新现实条件衡量也是较少的。全省推广的 780 套农具中就有 18套睡了觉，占总数的 2.31%。

新农具最多的榆树县耕种在 10垧以下的就有 20套占该县总套数的 18%。如扶余县十四区倪洪

升社有耕地 120 垧耕畜骡，马 15 匹，但他们只用新农具种了 2,5 垧而且生育情况很坏。 

2，技术指导跟不上，指导站干部思想水平和技术水平低，农具分散，不便指导，加上绝大多

数的社，组内缺少或没有农具操作手，所以没有发挥农具的应有功效。有些地区新式农具质

量差，大部分虽然能掌握农具，不善于和耕作技术栽培技术相结合实施连续作业，造成卡拉

多，耙不开播种不均匀有缺苗断条现象，也有的不根据实际情况运用播种量，只是死板硬套

永吉 14 区新立指导站干部张凤祥给下漥村张廷祥种九亩大豆，用了 240斤豆种，苗出土后密

如马鬃，正由于这些技术指导干部水平低，不但不能很多的进行技术指导反而在群众中失去

了威信。如永吉四台子村农民孙彦请见着指导站干部说：我知道你们的水平了，你们去好好

学学再来教我们吧。 

3，农具成本高，质量低，没套农具三千万，几乎能降低成本，但在现实农民经济条件下是一

笔很重的经济负担，农门顾虑还不起，如有的农民说：这样多的钱可真够呛，若再不多打粮，

还真是一枪两眼。农具规格质量低，不坚固，有的双轮铧犁，犁铲硬度太小，永吉摄司马屯

一台犁翻了 17 垧地，即磨去了 5 公分，有的播种机卡子，大轴好弯，蛟河运去 16 台播种机

就有 7 台大轴弯了，有些铸铁零件很容易磨坏，但又没有零件添换。 

4，发放不及时配件不合适，公式化的配备成套农具件数，每套农具配备四台犁，2 台镇压器，

2 扇耙，一台播种机，一般的多是一台镇压器和 1―2 台犁，这样不但促进了农具成本，同时

也造成有的多余用不了，还有的不够用的现象。农具发放不及时去年秋天发的农具在 10 月末

才发下去，特别是交通不便的地区，地已快结冻，犁刚发到，影响及时使用。 

5，农具保管不好，造成了不用有的损失，这一方面因为价格高几年来没有明确贷款年限，另

一方面也由于对农民保养农具知识教育不够所致，例如扶余县二十家子指导站十五套农具大

都放在外面无人负责经管，被雨淋生锈，榆树县兴隆区杨光祖用新式农具夯猪圈。 

 

四，几点主要经验教训 

1，领导重视是做好工作的有力保证，事实充分证明了无论什么工作，领导重视就可以做好，

否则就是相反的结果，几年来推广新农具工作中，也同样说明了这个问题，如扶余县翻身指

导站所指导的翻身村，力锋村，这两个村都是县区的丰产村，村的领导力量强，群众觉悟也

高，当地方区委经常检查并帮助站工作，区委，区府召开的会议也会吸收站干部参加，指导

站干部质量也较强，能经常向当地党政报告工作，在党支部的统一领导下，做好技术指导工

作。一般地说发挥了农具效能，全站九套平均每套种了 20 垧地，目前根据预测来看大部分都

比旧农具增产，反之领导不重视，有的区长兼站长有名无实很少检查，和帮助站的工作，再

加又缺乏工作办法，站的干部生活散漫不能及时得到纠正，效果就很差。 
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 2，以基础好的农具生产合作社或互助组为使用对象，是使好新农具的组织基础，据目前情

况，我们认为农具推广对象应以有基础的农业生产合作社为主，因为他们已具备了使用新式

马拉农具的条件和力量（人畜力较强，土地集中，并有一些集体主义思想）当然不能否认有

些较好的常年组也是可以使用的。如舒兰孙绍岩社是在 47 年由五户组织起来的侦插秧组，继

到大型联组，发展到 52 年春季建立了农业生产合作社，到现在已有七年历史，该社从 50 年

开始使用新农具，头些年由于对技术不熟和灾害影响照旧农具减了产，但由于该社，组，组

织基础好，骨干强，社员觉悟高，认识到不是新农具不好而是技术赶不上，正如朱宝实副主

任所说：不是新农具不好使，是我们人不好使。因而坚持使用，在实际锻炼中技术提高了，

52 年出现了大豆丰收，53 年根据作物生育情况预测，将比旧农具增产 33%。反之如永吉九区

指导站指导的七套农具是由一个社，五个常年组十个季节组使用，据这次检查十个季节组现

已垮台了 6 个，其余四个也不巩固。该站指导的 7 套农具中只有三套可以继续使用，其余 4

套农具需要变动重找对象。 

 3，加强具体技术指导是发挥农具功效的中心环节。几年来的事实证明，哪里的技术指导力

量强，哪里的农具发挥效能就高，相反的就低，在技术指导上的关键应注意农具操作技术和

栽培技术机密结合起来，偏重任何一面都不能到到增产的目标，要很好地解决这个问题，又

必须认真提高社，组内的技术水平是技术为农民自己所掌握，才能达到增产，几年来只是推

广农具，宣传其进步性和优越性，而直到 1952年才开始建立技术指导机构致使部分先用农具

的农民走了不少弯路，如孙绍岩社头两年使用新农具由于不懂技术照旧农具减了产。 

4，以点推面是逐步提高工作的方法，许多事实都证明了，建立基点，吸收经验推广全面的做

法不但能有效做好工作而且能提高工作，目前在重点推进新农具时领导上缺乏经验又缺乏内

在力量如果我们仍是分散的推广农具，以游击方式进行技术指导，则很难达到预期的效果。 

 总之要做好农具推广工作必须加强调查研究工作。根据我们主客观的实际力量与可能条件，

制定工作计划和要求，不然就会出偏差，好事是一件一件办的，路是一步一步走的，任何不

从实际出发的做法其结果必然把好事办成坏事。 

 

五，今后意见 

1，将原推广的农具认真进行一次清理，在巩固提高的基础上将积压和农民不愿用或不够条件

的成套和单件农具重新选择转移对象，以达到充分发挥农具发挥农具效能和增产示范的目的，

给今后农具推广打下基础。 

2，改善推广办法，推广新农具必须和互助合作组织发展相适应，几年来互助合作虽有很大发

展常年组，季节组的比重还是很大的，因此必须采取贷租结合的办法，小件贷大件租，有条

件的社也可以贷给一套，和重点试办农具为站所有，租给一个社，组或邻近的几个社组使用，

以利农具效能的发挥。 

3，制造部门要提高农具规格质量，降低农具成本并多生产出一批备补的农具零件供应随时需

要，另外也应进一步教育农民对农具的保管与爱护。 

4，适当延长贷款偿还年限，并在农民生产有利情况下适当确定年度的偿还数字。 
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5，加强对指导站的领导，农业技术指导站主要是以指导使好新式马拉农具为主，为了发挥农

具效能必须加强对指导站的政治思想和业务领导，省，县，区要重视指导站工作，经常检查

与具体指导，以提高站的干部政策技术水平，对点多面大的站依据互助合作的发展适当推行

整顿，一般知道范围不超过三个村为宜。1954 年 5 个站以上县份可在县农业科领导下建立指

导总站，不足 5 个站的县份可在县农业科适当陪 2―3 名专职干部。省在今冬应举办训练班，

轮训站的干部，以利开展站的工作。 
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添付資料４ 

吉林省人民政府農業庁、「吉林省 1953 年新农具推广计划」、吉林省档案館档案資料第 55

巻、1952 年。 

1953 年吉林省继续采取重点推广全面试用的方针，以榆树，扶余等县为重点计划在全省推

广新式农具 600 套，其中群众使用 500 套，国公营农场 100 套，以便在推广办法与实用技术

上取得经验给今后 5年内有条件的全部使用新农具的计划打下有利基础。 

1，建立推广站，切实做好技术指导 

经验证明凡通过技术推广站集中使用的新农具其效能和在群众中的影响作用就比较好，因

此决定 1953 年除原有 25 处推广站内增加 117 套外，其余 383 套按每 6 套建立一个推广站计

算需要建站 65处，每站配备技术干部 3 名（逐年增加农具指导任务，不增加人员）受县农林

科领导，与当地党政密切联系，以农具工作为主结合好种子，肥料，病虫害等一系列的农业

技术工作，站内每个干部都要培养 5 个农民技术手。 

 

2，农具配备 

每套农具按耕种 80 垧地计算配备犁四台（苏式双轮一铧犁或波兰大型双轮双铧犁，波兰无

轮一铧犁）钉齿耙（或圆盘耙）１台，五一式镇压器 2 台，播种机１台，综合号铲镗机 4 台，

捷克式收割机等。 

 

3，农具制造 

1953 年全省共推广犁 2400 台，钉齿耙 500台，圆盘耙 100 台，镇压器 1300 台，播种机 600

台，其余综合号铲镗机 5000台，由省负责制造，水田除草机，水田犁，打稻机等由各县制造

或通过县社订货等方式解决。 

 

4，推销与贷放时间 

农业部门按时提出推广计划，送交合作社，通过银行农贷直接向工厂订货，工厂完成交货

后由合作社按农业部门的推广计划将农具发给农民，1953 年成套农具暂定 5 年分期偿还，套

外的当年偿还，但如脱谷机，柴油机，收割机等效能大价格高的农具暂时由国家投资租给农

民。 

 

5，农具修理及保管 

为了充分发挥农具效能，增加使用年限，就必须加强农具的保管，保养及修理工作，出个

技术推广站要配备一套简单的修理工具及零件外，并要求加强各县的农具工厂负责新式农具

的修理工作。对当地实不能解决的零件，则由各出品厂根据需要按部件编号及时发给农民，

各级地方党，政及技术推广站的干部必须动员群众修理好农具，切实指导农民做好农具的保

管工作。 
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添付資料 5 

东北人民政府、「关于推广新农具的决定」、吉林省档案館档案資料第 55 巻、1950 年 8 月 5

日。 

今年各地推广的新农具，对于扩大耕地面积与精耕细作提高生产力起了一定的作用。经验

证明：凡是适合实用，质量良好却能提高生产的新农具，则为广大农民所喜爱，因此也就证

明了推广新农具的方针是正确的，今后应该坚持。但根据农林部初步调查，各地在新农具制

造推广过程中，存在许多毛病，甚至个别地区犯了较严重的错误，如未经试验合用随便大量

制造，或粗制滥造，质量低劣，以及对使用旧农具缺乏具体指导。比较能浪费了国家与人民

的财力，而且影响了农民对使用新农具的信心，为了进一步把推广新农具工作搞好，切实达

到提高农业生产力的目的，特作如下只决定： 

一，凡经各地实验研究，实地试用，确有把握，对推高生产有效，为群众所需要的新农具，

明年应继续采取坚决但是稳步的推广方针。各地工厂，农场或农民创造发明的新农具，经农

林部检定确实有效者应予奖励。 

二，新农具的种类应以少而精为原则，凡计划推广的新农具。必须先由各省农林厅实验研

究，并经农林部鉴定批准，然后才能制造。未经鉴定批准者，不得制造。公营工厂违反此项

规定，而至国家损失者应受处分。 

三，新农具制造主要由各省负责，应集中在设备较好，质量有把握的工厂制造，按照构造

规格材料签订合同，不得有任何粗制滥造，指出成品须经省农林厅试验鉴定合格，方准发售。 

四，为了照顾农民经济条件，有利于发展农业生产，公营工厂所制新农具一律成本销售，

不得赚钱，工厂利润问题可由政府津贴解决之。凡通过银行贷给群众之农具，其价款较高者，

如苏式农具，可延长至 2,3 年分期归还。 

五，为了加强具体的技术指导，便于农具修理与经验交流，在推广使用上，应以有重点的

集中使用为原则，在集中使用地点，均应设置适当的修理站。凡是推广新农具的地区，应成

立新农具技术训练班。在推广方式上可采取设农具站（如苏式全套农具），贷给互助组，通

过合作社租购或由个体农民自购等几种办法。 

各地应即按此决定进一步深入检查今年新农具使用情况，总结经验教训，并积极推进明年

新农具制造推广的准备工作。 
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添付資料 6 

吉林省人民政府農業庁、「关于今冬明春进行农业基本建设和副业生产的指示」、吉林省档

案館档案資料第 55 巻、1956 年。 

「……全省实现高级合作化后，给推广新农具发挥新农具效能创造了有利条件。今春全省

共推广双轮双铧犁 22036 部，镇压器，耙，播种机 7289 件。使用新农具工作面积 427600 公

顷，比去年增加 5.3倍。每部犁平均翻地 6.18公顷。各地新农具耕中的作物一般苗齐苗壮，

生长良好。但是上半年新农具推广也存在一些问题，1，推广计划有些偏高，不切合实际。2，

缺乏因地制宜，照顾地区特点和畜力条件不够，配件不当，同时犁推得多，耙镇压器，播种

机等推得少，影响连续作业和耕作质量。3，有些农具出厂晚，发放不及时。全省有 8500 多

部犁没有及时发到农业社。4，技术指导跟不上，推广站领导水平低。必须认识，推广新农具

是我省农业增产的根本措施之一。事实证明，几年来推广新农具实行缩陇增行，深耕密植，

大大提高了单位面积产量，因此各地必须积极地因地制宜地稳步继续推广。并抓紧时间检查

与督促有关部门做好农具发放，检查与调整工作。争取所有新农具等能及时投入生产。……」



 

 87 

第四章 1910－1950 年代の東北地域における水田開発と稲作技術の進展 

 
はじめに 

 本章では、1910－1950 年代を中心として、中国東北地域における稲作問題を取り上げ、

朝鮮人移民により中国東北地域に持ち込まれた稲作技術の実態とその変遷を検討する。 

1910 年代以降、朝鮮人移民の大量移住に伴って、中国東北地域の水田開発は飛躍的に進

展してきた。近年の研究成果によれば東北地域における最初の水田は遼寧省桓仁県にあり、

1875 年に朝鮮人移民によって開墾された221。1910 年代になると、朝鮮人の中国東北地域へ

の移民が急増し、中国東北地域の水田開発も急速に展開していた。その後、水稲生産は「満

洲国」期と中華人民共和国成立初期において栽培面積が継続的に拡大していて、東北地域

に定着した。『中国統計年鑑』（2013 年版）によると、黒竜江省、吉林省、遼寧省の米生産

量は全国の 15.7％を占めている222。そして東北で生産された米は「東北大米」と呼ばれ、

中国ではその品質が高く評価されている。 

近年、中国東北地域における朝鮮人移民や水田開発の問題については、調査と研究が進

んでいる。まず中国語の研究成果からみておくと、衣保中（1999）は、中国東北地域の档

案館資料を活用して、清朝末期から「満洲事変」にかけて朝鮮人移民が増大した実態と水

田開発が進展した事実を先駆的に検証した。そして水田開発技術伝播の担い手としての朝

鮮人農民の貢献を高く評価した。于春英（2007）は黒龍江省における朝鮮人移民の増加と

その原因、そして彼らによる水田開発の進展を論じた。その中で于は当該時期における朝

鮮人移民と漢族地主の間の土地租借についても検討を加えている。金頴（2007）は東北地

方政権が設立した水田会社設立の実態、「満洲国」が行った米穀統治政策の内容等を取り上

げ、朝鮮人移民の移住過程と水田開発の進展の関係を検討した。 

 次に日本側の成果について触れておくと、熊谷正秀（2001）は清朝末期から日本敗戦ま

での中国東北に対する朝鮮人移民の流入過程を検討した。熊谷正秀の研究は朝鮮人移民に

よってもたらされた東北地域の水稲栽培についても触れているが、具体的な分析は行って

いない。江夏由樹（2007）は近年の中国と韓国における研究成果をまとめた上で、1910－

1920 年代の中国東北地域における水田開発の進展とそれに深く関わっていた日本政府の政

策を論じた。江夏由樹の研究は、特に、国策会社としての満洲勧業株式会社と東亜勧業株

式会社の活動を詳細に検証したという点が注目に値する。しかし、江夏由樹そして熊谷正

秀の研究は、いずれも東北地方政府の対応については、検討を行う余地を残している。な

ぜなら朝鮮人の東北部への移住と水田開発に対する東北地方政府の政策は常に制限的であ

ったわけではなく、1910―1920 年代初頭にはこれを積極的に支援していた。そしてこうし

た動きについて、江夏由樹（2007）と熊谷正秀（2001）は注目してこなかったからである。

朴敬玉（2008）は朝鮮人農民の中国東北地域への定住過程に伴う稲作農法の伝播について、

                                                        
221 謝文挙（2003）、14－15 頁。 
222 中華人民共和国国家統計局（2013）、437－445 頁。 
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1920 年代までの移住過程、導入された栽培法・品種の伝播過程を中心に分析した。一方、

湯川真樹江（2010；2011；2013）は満鉄農事試験場の業務を中心として、1910－1950 年代

の中国東北地域における水稲品種の拡散及び改良過程を詳細に検討した。李海訓（2013）

は 1945 年以前の東北アジアにおける寒冷地稲作の量的拡大の要因を明らかにし、東北アジ

アにおける水稲優良品種の普及過程を考察した。 

 しかし、これまでの研究成果には大きく言って二つの弱点がある。第一は、これまでの

研究が、稲作技術の進展については、主に品種の改良に集中して論じていた。稲作の肥料、

農具並びに耕作方法については、検討がなされてこなかった。東北地域における水稲品種

の改良は、周知のように 1910 年代から目覚しい発展を遂げた。しかし、東北稲作技術の発

展について言えば、朝鮮人移民が導入した肥料の活用方法や耕作方法についても、その実

態を見ておくことが重要である。このため、本章では 1910－1940 年代の農業試験場の試験

報告、調査資料を利用して、1910―1940 年代の東北地域における稲作に応用された肥料、

農具並びに耕作方法の実態を明らかにしたい。 

 もう一つの弱点は、これまでの研究成果は 1950 年代初頭の東北地域における共産党の稲

作政策及びに稲作技術に対する農法改良については、検討が弱いという問題がある。1950

年代初頭において、共産党は東北における稲作の復興を追求していた。稲作面積を拡大さ

せるとともに、稲作技術の改良を行っていた。本章では 1950 年代初頭の政府档案と政府出

版物を利用して、当該時期の東北地域における共産党の稲作政策及び稲作農法の改良運動

を検討したい。 

以上のことを踏まえて本章では東北地方政権、「満洲国」政権、共産党政権という 3 つの

時期に分けて、分析を進めたい。第一は、1910－1930 年代初頭を対象として、朝鮮人移民

と水田開発の進展に対する東北地方政府の政策と活動を考察する。また、同時期において

稲作に使用されていた品種、肥料、家畜及び農具の実態を検討する。第二は、1931－1945

年を対象として、「満洲国」の稲作の進展に対する日本農林省の政策を考察する。また、同

時期において稲作に使用されていた品種、肥料、家畜及び農具の実態を検討する。そして

第三は、1948－1958 年を対象として、水田開発の復興に対する共産党の政策を考察する。

また、同時期において共産党が行った在来稲作技術に対する改良を検討する。 

 

一、1910－1930 年代の東北地域における水稲生産と在来稲作技術 

１．1910 年代以降の東北地域における朝鮮人移民及び水田開発の実態 

最初に、1910－1932 年の中国東北地域における朝鮮人人口、水田面積及び水稲生産量の

状況を確認しておこう。表 4.1 に示されるように 1910 年以降、中国東北地域では朝鮮人移

民の人口が持続的に増加していた。一方、水田面積および水稲収穫量の状況については、

残念なことに 1924 年以前の中国東北地域全域における水田面積及び水稲収穫量に関する時

系列的な公的統計資料が存在しない。しかし、1910 年代についても、日本政府は中国東北

地域における水田開発の可能性、土地所有権、朝鮮人移民の問題などについて個別的な調
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査を進めており、そこから状況を推察することは可能である。例えば、江夏由樹（2007）

によれば、1919 年（大正八）年 11 月 24 日、内田康哉外務大臣は在満各領事館宛に「管内

ニ於ケル水田ニ関シ調査方ノ件」という文書を送った。これに対して在満各領事館は、翌

年７月までに、中国東北地域における水田開発の状況に関する調査報告を外務省に送った。

それらの報告によると、中国東北地域における水田面積はすでに４万町歩を越えており、

1912－1913 年に比べると約十倍の広さになっていた223。また、その所在地は安東、間島と

いった地域だけでなく、奉天、通化、鉄嶺、海龍などの東北地域各地に拡大していた。こ

れらの地域で生産される米は基本的に朝鮮の在来種であった。『満蒙全書』に収録された農

業統計によると「南満」にあたる奉天省では水田面積が 1914 年の 437ha から 1917 年の 500 

ha へと増大し、1912 年から 1920 年の期間でいえば、年々約 5％以上の割合で増加していた
224 。以上の史料からみて、中国東北地域における水田面積は 1910―1920 年代初頭に持続

的に増加していたと判断することが許されよう。しかし、この時期とは対照的に 1927－1930

年には当該地域の水田面積及び水稲収穫量は伸び悩んだ。 

1924 年以降の中国東北地域における朝鮮人移民の一人当たり水田面積を確認しておこう

（表 4.1）。朝鮮人農民がどれぐらいの割合で米作に従事していたのかを示す統計調査は見

当たらないが、「在満鮮人ノ九分以上ハ農民殊ニ水田稲作ニ従事スル無知貧窮ノ民ナリ」と

言われていた225。中国東北地域における朝鮮人の大部分は稲作に従事していたので、朝鮮

人移民の一人当たり水田面積の推移を評価する際には、朝鮮人米作農民数を在満朝鮮人総

人口と見なすことによってその傾向を把握することが許されよう。1926 年―1932 年には、

朝鮮人移民の一人当たり水田面積は傾向的に低下しており、1931 年末には 0.15ha 以下にま

で落ち込んだ。1924 年以降、朝鮮人移民が主導した水田開発は行き詰まっていたが、流入

人口は増加を続け、一人当たりの水田面積は急速に落ち込んでいた。要約するならば、1910

年代から 1924 年にかけて中国東北における水田の開発は順調に進展していたが、1924－

1931 年になると行き詰まりむかえていたのである。 

 

                                                        
223 江夏由樹（2007）、191 頁。 
224 南満洲鉄道株式会社（1922）、348－420 頁。 
225 韓国史料研究所編（1971）、241 頁。 
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表 4.1 1910－1931 年の中国東北地域における朝鮮人人口，水田面積及び水稲収穫量統計 

（人口：人，水田面積：ha，水稲産量：トン） 

年代 ① 朝鮮人移民人口 ② 水田面積 ③ 水稲収穫量 ②/① 

1910 202,070 100 ― ― ― ― ― 

1911 205,517 102 ― ― ― ― ― 

1912 238,403 118 ― ― ― ― ― 

1913 252,118 124 ― ― ― ― ― 

1914 271,338 134 ― ― ― ― ― 

1915 282,070 139 ― ― ― ― ― 

1916 328,238 162 ― ― ― ― ― 

1917 337,461 167 ― ― ― ― ― 

1918 361,772 179 ― ― ― ― ― 

1919 431,198 213 ― ― ― ― ― 

1920 459,427 227 ― ― ― ― ― 

1921 488,656 241 ― ― ― ― ― 

1922 515,865 255 ― ― ― ― ― 

1923 528,027 261 ― ― ― ― ― 

1924 531,851 263 56,858 100 93,670 100 0.11 

1925 531,793 263 93,097 163 192,277 205 0.18 

1926 542,185 268 110,803 194 180,380 192 0.20 

1927 558,280 276 125,817 221 147,720 157 0.23 

1928 557,052 275 82,000 144 149,720 159 0.15 

1929 597,676 295 88,280 155 136,820 146 0.15 

1930 607,119 300 98,140 172 154,350 164 0.16 

1931 630,982 312 81,800 143 158,640 169 0.13 

出所：金哲、『韓国の人口と経済』、岩波書店、1965 年、28 頁。東北物資調節委員会研究組、

『東北経済小厳書・農産』、中国文化服務社、1948 年、93－95 頁。 

 

２．東北地域における朝鮮人の水田開発に対する中国東北地方政府の政策 

 ①1910 年以降の中国東北地方政権の朝鮮人移民に対する受け入れ政策 

東北地方政権が行った朝鮮人移民に対する受け入れ政策については、金頴（2007）、于春

英（2007）が先駆的に明らかにしている。ここでは、これらの研究成果に依拠して、東北

地方政府の受け入れ策の動向を確認し、更に吉林省档案館の所蔵資料によって、吉林省政

府が行った受け入れ策を実証的に紹介する。 

中国東北地方政府は民国期に入ってからも清朝政府の「放荒政策」を継承し、大量の土
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地を民間に放出していた。当時、居住者の大部分は関内からの漢族移民で、彼らは水田開

墾の技術を持っていなかったので湿原や冠水した低地、河川の沿岸などの土地は放置され

ていた。奉天省政府は土地の有効利用と水田開発の利益を図って、奉天省で水田開墾を奨

励した。1912 年に奉天省水利局は朝鮮人農民を雇用して、大規模な水田開発を展開すると

同時に、「水田耕種奨励章程」を発布して水田の開発を推進した226。こうした政策にも助け

られて、瀋陽地域では多くの朝鮮人が水田開発に従事するようになり、渾河沿岸では朝鮮

人村落も出現した。1920 年までに奉天省の水田面積は 36 万町歩を超え、吉林省ならびに黒

龍江省よりもはるかに多くなった。 

吉林省については筆者が調べた幾つかの档案資料によってこの問題を検討しておこう。

奉天省の水田開発政策に触発されて、1914 年、吉林省政府は「吉林省全省放荒規則」を実

施し、水田になりうる湿原や冠水した低地、河川の沿岸といった未開墾地を中国人地主や

水田会社に対して公定価格の半額で放出した227。吉林省政府は 1918 年には「吉林省奨勧耕

種水稲章程」を発布し、その中で朝鮮人が集中していた延吉、琿春、和龍などの十二県を

重点として水田の開発を実施した228。吉林省の各級政府は「吉林省奨勧耕種水稲章程」に

基づいて、それぞれの地域に適う耕作奨励政策を制定した。特に吉林省の各級政府は水田

開発を促進するために中国国籍のない朝鮮人が漢族人地主か中国国籍のある朝鮮人地主か

ら土地を租借すること、あるいは彼らに雇傭されるかによって水田耕作に従事することを

容認していた。例えば、1919 年に発布された「修正延吉県播種水稲暫行規定」では水田の

開発を促進するため、中国国籍を取得した朝鮮人移民の水田開墾権と水利利用権について

中国人と同様であると明確に規定されていた229。吉林地方では 1926 年から「吉林県実業局

唱辧水田種稲簡章」が実施された230。その中では、水田開発の促進政策として、中国国籍

を持たない朝鮮人に関しても水田の租借については公式に承認された。1930 年の永吉県公

安局（元吉林県）の調査によると、同県内の各地域で水田を耕作していた朝鮮人農民は 184

戸、そのうち中国国籍を取得した朝鮮人は 59 戸で、32％を占めるに過ぎなかった231。また、

1923 年、吉林省政府は廃棄していた湿原、冠水した低地、河川地域などを水田に開墾する

ことを促進するため、「富錦成案」と「宝清成案」という二つの土地放出政策を実施した。

「富錦成案」とは当時、放置していた富錦県の湿原などの土地を水田に開墾することを奨

励するため、三垧の土地を一垧と見なし、一垧あたり 1.5 元を徴収して民間に払い下げる政

策であった232。そして「宝清成案」とは廃棄していた宝清県の湿原などを水田に開墾する

ことを奨励するために、三垧の土地を一垧と見なし、一垧あたり 0.8 元を徴収して民間に売

                                                        
226 朴敬玉（2008）、68 頁。 
227 金頴（2007）、40 頁。 
228 吉林省档案館档案、吉林県公署档案、第 31485 巻。 
229 吉林省档案館档案、吉長公署档案 11（7―7）―1993。 
230 吉林省档案館档案、永吉県実業局档案 第 38710 巻。 
231 吉林省档案館档案、永吉県公安局档案、第 64377巻。 
232 吉林省档案館档案、L16J111―02―0854。 
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り渡す政策であった233。吉林省政府は水田に適合する土地を民間に安価に払い下げて水田

開発を促進させていたのである。同年、吉林省政府は更に傘下の各県知事に対して水田開

墾情況に関する調査を行うよう通達を出した。通達は水田の開発を促進するため水田開墾

に適合する土地を一律民間に放出することを認め、「韓僑」を雇用して水田を開墾すること

についても明確に承認していた234。 

黒龍江省の水田開発は遼寧省や吉林省よりも遅く始まったが、省内の各県は 1914 年に発

布された「黒龍江省招墾規則」によって朝鮮人移民の召募と水田の開墾を進めていた。1920

年末までに黒龍江省においても各地で水田開発が進展した235。 

加えて、民国初期の段階から東北地方政府は水利施設の開発と建設、水田会社の設立、

水稲品種の普及と改良などの面でも水田の開発を促進した。そしてこの過程で水田経営技

術のある朝鮮人労働力の需要も急増し、朝鮮人の中国東北への移住が加速された。 

 

ここで重要なことは東北地方政権が朝鮮人移民による水田の開発を積極的に受け入れて

いたという事実である。前述したように、日本側の研究成果は東北地方政府の朝鮮人移民

に対する政策については、制約或いは圧迫していたという一面的な理解にとどまっている。

しかし、東北地方政府は実際には、1910 年代初頭から水田開発によってもたらされる利益

の獲得を狙って、稲作技術を持っていた朝鮮人移民に対して積極的な受け入れ政策を採っ

ていた。 

 

②1920 年以降の中国東北地方政府の朝鮮人移民に対する統治政策の強化 

朝鮮から東北に移住した農業移民は 1910 年の日韓併合以降、急増した。彼らは日本人で

あるとの自覚を持って移民していたわけではなく、彼らの中にはむしろ日本の朝鮮植民地

支配に対して反感を持つ者も多かった。しかし、中国側は彼らを「日本帝国臣民」として

認識していた。1915 年 5 月に「二十一カ条の要求」に基づいて締結された「南満洲東部内

蒙古に関する条約」（「満蒙条約」）は、関東州における日本人の土地商租を承認した。この

ことにより東北地方政府は「日本臣民」と見なした東北各地の朝鮮人に対する警戒感を強

めていった。この結果、朝鮮人を利用して東北で水田開発を進めようという日本政府の計

画はゆきづまった236。 

1918 年、奉天省政府は「提唱華民耕作水稲辧法」を公表し、中国人農民の水稲耕作を奨

励するとともに、朝鮮人稲作移民に対する規制を強化した237。しかし、同政府は中国人農

民が稲作の技術を掌握していなかったために、朝鮮人農民の水田耕作を容認してもいた。

当時、稲作の実態については、「支那人経営の水田となっている分でも、事実朝鮮人農夫を

                                                        
233 吉林省档案館档案、L16J111―12―0274。 
234 吉林省档案館档案、L121J101―12―0274。 
235 于春英（2007）、69 頁。 
236 江夏由樹（2007）、191－201 頁。 
237 金頴（2007）、48 頁。原資料は遼寧省档案館档案 JC10。 
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雇用しないものは少なく、またその水田も多くは朝鮮人の開墾した水田で、支那地主が口

実を設けて収奪したもの」であった238。 

しかし、1919 年の「三・一運動」を契機として、日本側は朝鮮人移民に対する弾圧を強

めた239。1925 年 6 月 11 日、東北地方政府と朝鮮総督府の間で「不逞鮮人ノ取締ニ関スル朝

鮮奉天省間ノ協定」いわゆる「三矢協定」が秘密裏に調印されて、東北地方政府と朝鮮総

督府との間に妥協が成立した240。「三矢協定」に基づいて、1925 年 8 月、奉天省政府は「修

正管理雇用韓僑墾種稲田辧法」を実施し、朝鮮人農民の土地租借、雇用期限、雇用条件な

どを厳格に制限した241。また、1925 年以降、張作霖爆殺事件、張学良の国民政府への接近

や「国権回復運動」の拡大等の事情によって、東北地方政府は朝鮮人移民に対する帰化の

勧誘と制限政策を強化した242。帰化しない朝鮮人移民に対しては土地の所有・租借を禁止

し、稲作の雇用条件も一層厳しく規制したために東北地域における朝鮮人農民の境遇は悪

化した。 

このように、1925 年以降、東北地方政府の朝鮮人に対する統治政策が強化されたため、

1927 年―1930 年の東北地域における水田面積は増加の勢いが衰え、朝鮮人移民の一人当た

り水田面積は減少傾向にあった（表 4.1）。 

 

３．東北地域における水稲栽培の利益について 

 本節では中国東北地域における米作の収益性から朝鮮人移民が水田開発に従事した原因

を検討する。以下ではその点を具体的に検討してみよう。まず、米作の収益は単位面積あ

たりの水稲の収穫量及び米の価格を当時中国東北地域のほかの農産品の状況と比較して考

察してみよう。最初は中国東北地域における単位面積あたりの水稲の収穫量を確認する。

表 4.2 は 1923 年に作成された吉林省地方農事実験場の農産調査書から取得したデ―タであ

る。これによると当時、中国東北における単位面積当たりの収穫量は、水稲が他の主要農

作物に比べ、約 2―3 倍も高かった。 

清朝末期以降、中国東北の開発が進展するに従って、華北から流入する漢族農民の人口

も急増していた。東北に流れ込んだ漢族農民は、当初、主に高粱、粟、麦、大豆などの雑

殻を栽培し、販売していた。そしてこれらの雑穀は彼らの主食となっていた。しかし、日

露戦争以降、関東州や南満地方で増加した日本人が米を主食としていたことに影響を受け

て、中国人の米に対する需要が増加していた。そして、1920 年代に入ると、大連、奉天を

中心とする南満地方における都市人口の増加とも相まって、多くの中国人が米を食するよ

うになった243。米は高級な食糧として人気を高め、価格も他の農産品よりはるかに高くな

                                                        
238 満州開拓史刊行会編（1966）、25 頁。 
239 朴敬玉（2008）、72 頁。 
240 朴敬玉（2008）、72 頁。原資料は梶村秀樹（1967）、25－55 頁。 
241 金頴（2007）、101 頁。原資料は遼寧省档案館档案 JC10―2681。 
242 朴敬玉（2008）、72 頁。 
243 朴敬玉（2008）、68 頁 
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った。 

 

表 4.2 1922－1923 年の吉林農事実験場における一垧当たりの主要農作物収穫量 

単位 中国石 

  品種 

年代 
高粱 粟 玉蜀黍 小麦 大麦 水稲 陸稲 

1922 年 二石七八 二石七八 約三石 一石七八 約三石 約六石 約六石 

1923 年 二石六七 二石七八 約三石 一石七八 三石一二 五石七八 五石七八 

出所：吉林省档案館档案、『吉林農事実験場主要作物収穫量調査表』、档案号:20―3―83、1923

年による。 

 

表 4.3 1928－1929 年の奉天における主要糧食価格調査表 

単位 元 

  品種 

年代 
大豆 高粱 粟 玉蜀黍 蕎麦 大麦 水稲 小麦 

1928 年 16.80 14.00 27.00 14.50 14.00 13.00 33.00 22.00 

1929 年 15.26 7.00 13.00 6.80 6.00 12.00 33.00 18.00 

出所：王樹楠等、『奉天通誌（第 115 巻）』、東北文史編著委員会、1982 年、2595 頁による。 

 

表 4.3 によれば、1920 年代末期における水稲の価格は普通の糧食の 2 倍以上も高く、ま

たすでに確認したように水稲は単位面積当たりの収穫量も多かった。このため水稲栽培は

収益性が高かったと推測される。当時、米需要の急増と水稲栽培の高収益性は東北地方政

府の関心を引き寄せ、同政府は民国期に入ってから水田開発を奨励するようになった。し

かし、華北からの移民は伝統的に畑作に従事しており、水田耕作の技術をほとんど身につ

けていなかった。そこで、中国東北地方政府は水田耕作の人材を確保するために米作技術

を習得していた朝鮮人移民を積極的に受け入れる政策をとった。一方、中国東北の水稲栽

培による高い収益は、貧窮生活を送っていた朝鮮人移民にとっても魅力的であった。 

加えて、東北地域の地主階層は地方政府の水田開発促進策を利用して、朝鮮国内より好

条件の小作契約を朝鮮人農民に提供し、稲作の拡大を促進させた。この点については、こ

こでは立ち入らない244。 

 

従来の研究が明らかにしてきたように、1910 年代から東北地域に移住した朝鮮人移民は

主に稲作に従事していた。その背景には、1925 年までに東北の各地方政府が実施していた

水田開発政策の内容及び稲作がもたらしていた高収益を見ておく必要があろう。 

                                                        
244 東北地域及び朝鮮半島における小作条件の検討について、浅田喬二（1968）、朴敬玉

（2012）、金頴（2007）等を参照されたい。 
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４．1910 年以降の東北地域における稲作技術 

（1）1910－1920 年代の中国東北地域における水稲品種の分布 

 すでに研究史整理の中で述べたように、1910 年代並び 1920 年代の東北における水稲品種

の分布と伝播について朴敬玉（2008；2012）、湯川真樹江（2010；2011；2013）などによる

優れた先行研究がある。本節ではこれらの成果の内容を確認しておこう。1910 年以降に中

国東北地域において栽培されていた水稲品種を見ると、水田開発がもっとも早かった遼寧

省地域では朝鮮在来種の普及が圧倒的に多かった（図 4.4）。いわゆる南満地方では「紅粳

子種」（「赤租」）が広く栽培され、荘河米や関東州米を代表する松樹米も同じ品種であった
245。個別の地域についていうと、安東付近及び鴨緑江下流地域、そして熊岳城以南の関東

州地域では「紅粳子種」の栽培面積が 8―9 割で、それ以外にも朝鮮在来種である「丁租種」、

「龍川租種」、「大邱租種」或は「粘租種」などが栽培されていた246。奉天を中心とする遼

寧省中部地域では、朝鮮在来種「京租種」が 9 割以上を占め、満洲水田の中堅となり、満

洲取引所の標準米もこの地方から選定されていた247。そのほかに、「早京租種」、「大邱租種」、

「早丁租種」といった朝鮮品種も栽培されていた。開原地方は中部と北部との品種分布の

境界地点になっているためその品種が最も多い、主なるものは「光頭児種」（衣笠種）、「小

田代種」（天落租種）、「札幌赤毛種」、「京租種」の四種である以上のように、遼寧省地域で

は「紅粳子種」、「京租種」といった朝鮮在来種が広範に普及し、特に関東州地域の日本水

田農場では朝鮮在来種が大規模に採用されていたのである。 

 次に 1920 年以降の吉林省地域における水稲品種の普及状況を確認すると、長春・吉林地

域及び間島地域は遼寧省より寒冷であるため、大部分の朝鮮在来種はそのままでは栽培で

きなかった。このため、一部の地域を除くと「小田代種」や「札幌赤毛種」といった日本

の寒冷地域に適応した品種が導入されていた248（図 4.4）。 

また、1920 年以降の黒竜江省地域における水稲品種の普及状況については、日本品種の

普及が圧倒的に多かった。黒竜江省地域の水稲品種は 8 割以上が「札幌赤毛種」であった249

（図 4.4）。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
245 「満洲の米作と品種」、『中外商業新報』、1926 年 3 月 8 日(大正 15)。 
246 朴敬玉（2008）、71 頁。 
247 「満洲の米作と品種」、『中外商業新報』、1926 年 3 月 8 日(大正 15)。 
248 朴敬玉（2008）、72 頁。 
249 南満洲鉄道株式会社地方部農務課（1930）、63 頁。 
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図 4.4 1920 年代の中国東北地域における稲作の地域及び品種分布 

 

出所：南満洲鉄道株式会社興農部農務課、『満洲の水田』、1926 年、54 頁より筆者

作成。 

注:赤字は日本種、青字は朝鮮種を表すこ
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中国東北地域、特に長春地域以北の地域は天候が寒冷で、水利条件も土壌条件も朝鮮半

島と大きく異なっていた。このため、朝鮮人農民が出身地及び南満地方で身につけてきた

農業技術はそのままでは使うことができず、彼らは移住先を北上させるのに応じて、それ

ぞれの地域の生活環境に適応すべく水稲耕作技術と水稲品種を進化させていた250。吉林省

や黒竜江省では吉林省政府が導入した日本水稲品種と朝鮮人水田耕作技術が結合されるこ

とによって水田耕作技術の改良と普及が進んだ。そして、そうした技術は遼寧省からの移

住朝鮮人の手を通じて、吉林省の北部地域や黒竜江省地域にも広く伝えられていたことに

注意を払う必要がある。 

 

これらの稲作地域では、当然のことながら畑作と異なって、水田に固有の農法が採用さ

れていた。しかし、従来の研究は品種の問題を例外として、稲作農法に就いての検討は進

められてこなかった。以下では 1910－1920 年代の東北地域における稲作農法を具体的に検

証してみよう。 

 

（2）1910 年代以降の中国東北地域における稲作農法 

①肥料について 

第一章第五節に論じたように、土糞は関内移民農家の主要な畑作肥料であった。その使

用は輪作の 3 年間に 1 回程度であった。しかし、東北では稲作に対する土糞の使用は極め

て少なかった。その原因は 2 つあった。第一は、土糞の製造を行っていた関内移民は稲作

経営に従事していた人数が少なかったため、主要な在来肥料である土糞はほとんど稲作に

使用されていなかった。第二は、朝鮮人移民は一般に関内移民より貧しく、家畜等を有し

なかったため、彼らの稲作は専ら耕地の地力に依存していた。一旦耕地の地力が低下した

場合、或いは不利なる条件が発生した場合に、彼らは他の所に移住し、新しく水田を開墾

し、無肥料で稲作を行っていた251。このため、東北の稲作には、堆厩肥（馬糞等の畜糞肥

料を含む）が使用されていたが、その使用の程度は 3 年に 1 回程度であった252。 

普蘭店や旅順をはじめとする関東州地域においては、長期間にわたる無肥料栽培によっ

て、1920 年代には地力が著しく消耗していた。このため、朝鮮人移民（一部は中国人）は

日本人移民の施肥習慣を習得して、畜糞或いは大豆粕を利用して、稲作に対する施肥を開

始した。しかし、その施肥量はまだ極めて少量であった253。また、開墾の歴史が短い北満

地方は、南満地方より地力が強く、施肥の必要はそれほど高くなかった。このため、奉天

以北の地域においては一般に施肥は行われていなかった。 

 

                                                        
250 朴敬玉（2008）、75 頁。 
251 荒川左千代（1944）、28 頁。 
252 荒川左千代（1943a）、5 頁。 
253 荒川左千代（1943b）、50 頁。 
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②農具、耕作方法について 

『満洲の水田』では、東北地域の稲作在来農具について以下のように記している。 

 

 「満洲に於て水田耕作に使用せらる農具は頗る簡単にして其の種類数種に過ぎず南方

熊岳城、松樹地方地方に於て支那人間に使用せらるものは鮮人間に使用せらるものとは

多少の差異あり、すなわち支那人水稲耕作者は多く満洲在来農具を其の儘水田耕作に応

用するも鮮人水田地帯に於ては此外多少朝鮮在来の水田農具を使用しつつあり、其の主

なるものは次の如し 

一、鉄耙 水田耕鋤用 

二、鉄銑 水田耕鋤及畦畔築造溝渠の開墾に使用せらる 

三、平耙 土塊の破碎及び鎮圧用 

四、碴子 乾田式耕鋤の場合覆土鎮圧用 

五、鎌刀 収穫刈取用 

六、槤耞 収穫脱穀用 

七、木杈  藁稈の翻伝及藁稈の中に混入せる穀粒の分離用 

八、木掀 風選の場合穀粒を空中に揈ひ揚ひるに用ゆ 

九、碾子 精白用 

十、チグ 純然たる朝鮮農具にして運搬用 

十一、カレ― 純然たる朝鮮農具にして畦畔築造用 

十二、ハレ― 朝鮮農具にして用水汲上用 

以上農具の特徴をして認むべき点を挙ぐれば 

一、外観可ならざるも堅牢にして実用的なること 

二、何れも価格頗る低廉なこと 

三、自家及近在にて修繕または購入の便あること 

四、鉄耙、平耙または鎌刀等手用農具の柄は長くして腰を屈曲せざるも作業し得べく

緩慢なるも持久力強き支那人の国民性に適応せること」254（下線は引用者による） 

 

ここで注目しておくべきことは次の 3 点である。①東北において、稲作に使用されていた

在来農具は種類が少なく、多くの朝鮮人農民は廉価であっても購入せず、自家製の農具を

多用していた。②朝鮮人移民は主に朝鮮式の在来農具を使用していた。その他に、関内移

民の在来農具を水田耕作用に改良して使用していた。③朝鮮人農民の使用農具は関内移民

の畑作在来農具に比べると、在来犂のような畜力農具が少なく、ほとんど人力農具であっ

た。 

 

稲作の耕作方法と関連して、こうした在来農具の使用方法については、横田長光・高橋

                                                        
254 南満洲鉄道株式会社興農部農務課（1926）、61―62 頁。 
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留蔵は以下のように紹介している。 

 

「鮮農農法で彼等は主として水田耕作に特徴を持ち、①南満地区における移植法北満

地区における撒播法が用ひられ技術的には極めて粗放的であるが安価なる米穀生産技

術に妙を得ている。②技術面から之を見るに手労働が殆ど全部を占め畜力使用は僅かに

耕地搬運のみに限られ、自らも家畜を所有せず、漢農より借用する場合が多い。 

③使用農具は極めて少なく、耕起は犂丈（改良和犂洋犂又は手鍬）を用い、代掻き

には馬鍬、畦畔の修理にはカレ―（ショベルの如きもの）、刈取には普通鎌、脱穀には

足踏回轉脱穀器で行ひ、除草刈取（移植）に相当の雇用労力を必要とするが一戸當 2－

4 町の経営を行ひ、陌当たり 3 又は 4 瓲の収量を穫ることも容易である。……」255（下

線と①－③の番号は引用者による） 

 

ここでは、以下の 3 点に注目しておきたい。①東北地域における水田耕作の特徴は、朝

鮮半島と違って、一人当たりの水田面積が広く、無霜期間が相当に短いというところがあ

った。このため、公主嶺以北地域において、朝鮮人農民は労力と作業時間を節約するため、

主に撒播栽培の方法を用いていた256。②朝鮮人移民により東北地域に持ち込まれた水田耕

作技術は極めて粗放的なものであった。彼らは家畜を購入する資金がなかったために稲作

の作業は殆ど手作業に依存していた。そして家畜が必要する場合には中国人地主からそれ

を借用していた。③朝鮮人農民が稲作に使用した農具は犂、鍬、普通鎌などの在来農具に

限定されていた。こうした農具に依存する稲作農法は効率という点では低いものであった

が、支出を抑えるという有利性を持っていた。 

 

以上、1910―1930 年代初頭の東北地域における稲作生産の展開を跡づけ、東北地方政府

の朝鮮人に対する政策、稲作の品種、農法、農具などの内容を論じた。要約するならば、

1910 年代以降、大量の朝鮮人農民が朝鮮に隣接する中国東北地域に移住した。彼らは稲作

技術を身につけ、米作の高収益性を享受しながら水田開発に従事していた。そして中国側

の地方政府も水田収益の拡大を狙って、水田開発を促進した。朝鮮人農民が移住し水田を

開発するにともなって、水稲の優良品種（一部は日本の優良品種）が中国東北地域に急速

に普及した。朝鮮人農民が行った稲作の特徴をまとめれば、施肥を殆どせず、廉価で簡易

な農具を手作業で用いる粗放な稲作方法であった。そして、それにもかかわらず、1920 年

代半ばまで朝鮮人移民の人口の増大とともに、東北地域の水稲生産は急速に進展していた。

しかし、こうした水田の拡大は 1920 年代後半に行き詰まった。1925 年になると、中国東北

地方政府と朝鮮総督府の関係は、「三矢協定」の調印によって一時的に小康状態を迎えるこ

                                                        
255 横田長光・高橋留蔵、（1943）、74 頁。 
256 南満洲鉄道株式会社地方部農務課（1930）、131 頁によると、奉天以南地域において、日

本人稲作者の一部だけが田植栽培法を行っていたが、極めて少なかった。 
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とになったが、1927 年になると再び商租権をめぐる対立が深刻化し、日中間の対立も深ま

った。中国東北地方政府は水田開発の主力であった朝鮮人農民に対して厳格な制限措置を

とるようになった。この結果、1920 年代の後半になると、中国東北地域の水田開発は伸び

悩んだ。もっとも、この時期においても、朝鮮人移民は絶えず中国東北地域に流入してい

た。これらの朝鮮人農民は後に第二節で検討するように、「満洲国」期になってからの中国

東北地域における水田開発の発展に携わっていくことにある。 

 

二、「満洲国」期の東北地域における水稲生産と在来稲作技術 

１．「満洲国」期の東北地域における朝鮮人移民及び水田開発の実態 

前述したように、稲作は 1910 年代から朝鮮人の移住とともに、東北に定着したのであっ

た。1920 年代半ば以降、中国地方政権の朝鮮人移民に対する制限政策が厳格になり、中国

東北地域の水田開発は伸び悩みに転じた。しかし、1931 年の「満洲事変」の勃発を契機に

して、日本の中国東北に対する侵略政策は一段と拡大し、1933 年にはが「満洲国」が樹立

された。そして「満洲国」の成立より、中国東北における米穀生産は転換期を迎えた。「満

洲国」期の東北地域における稲作の進展については、横田長光・高橋留蔵が 1943 年に行っ 

た研究が参考になる。横田長光・高橋留蔵（1943）は以下のように述べていた。 

 

「水稲は年代的に非常に新しく日露戦争以後のことに属し、しかも満農は水田耕作を

嫌悪する風習あり、移住日鮮系の人々によって開拓せられてあったが建国後の諸情勢に

助長され約 5 倍の収穫高を上げ得るに至り作付面積 30 万陌年産額 450 万瓲 450 漸次主

要糧穀の域に達している……」257 

 

ここに記されているように、「満洲国」期には、水稲生産が確実に進展していた。水稲の

生産高が農産品全体の生産高に占めていた割合は1931年の 0.9％から 1944年の 4.0％へと、

4 倍以上も増加した258。 

 

                                                        
257 横田長光・高橋留蔵（1943）、74 頁。 
258 表 2.2（41 頁）を参照されたい。 
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表 4.5 1931－1944 年の中国東北地域における朝鮮人人口，水田面積及び水稲生産量統計 

（人口：人，水田面積：ha，水稲産量：トン） 

年代 ①朝鮮人移民人口 ②水田面積 ③水稲生産量 ③/② 

1931 630,982 100 81,800 100 158,640 100 1.94 100 

1932 596,573 95 62,980 77 109,790 69 1.74 90 

1933 673,794 107 79,360 97 166,010 105 2.09 107 

1934 719,988 114 101,780 124 213,333 134 2.10 108 

1935 807,506 128 135,975 166 307,147 194 2.26 116 

1936 875,908 139 173,951 213 437,960 276 2.52 129 

1937 931,620 148 199,689 244 521,560 329 2.61 135 

1938 1,056,308 167 254,780 311 599,678 378 2.35 121 

1939 1,162,127 184 285,438 349 695,585 438 2.44 125 

1940 1,309,053 207 339,494 415 589,052 371 1.74 90 

1941 1,442,428 229 363,649 445 723,725 456 1.99 103 

1942 1,511,570 240 317,969 389 532,402 336 1.67 86 

1943 1,673,420 265 320,045 397 651,632 411 2.04 105 

1944 1,863,115 295 326,311 399 698,217 440 2.14 110 

出所：金哲、『韓国の人口と経済』、岩波書店、1965 年、28 頁。東北物資調節委員会研究組、

『東北経済小厳書・農産』、中国文化服務社、1948 年、93－95 頁。 

 

「満洲国」期の東北地域における朝鮮人人口、水田面積及び水稲生産量の状況を確認し

ておこう。表 4.5 に見られるように、1930 年以降、中国東北地域における朝鮮人移民の人

口は急激に増加していた。朝鮮人移民人口の増加に伴い、1933 年以降の中国東北地域にお

ける水田面積の開墾も増加していた。しかし、1941 年以降、朝鮮人移民の人口が絶えず急

増していたが、水田面積は再び伸び悩みに転じた（表 4.5）。 

1931―1944 年の東北地域における水稲生産量を見てみると、1932 年は「満洲事変」の勃

発及び自然災害の発生によって減少していたが、1933―1939 年を通じて増大し、1939 年に

は 1931 年に比較して、約 4.4 倍の水準に到達した。また、1940 年に水稲の生産は一旦減産

したが、1941 年にその生産量は 72 万トンを超え、「満洲国」期の最高水準を記録した（表

4.5）。 

さらに、「満洲国」期の東北地域における単位面積あたりの水稲生産量を確認すると、1933

年から次第に増大を見せ、1937 年には 1ha あたりの水稲生産量は 2.44 トンとなり、「満洲国」

期の最高水準を記録した。しかし、その後は 1944 年至るまで、基本的には左下の傾向を辿

っていた（表 4.5）。 
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2．日本農林省の「満洲国」に対する米穀政策 

 「満洲国」成立以後の「満洲国」に対する日本農林省の米穀政策については、大豆生田

稔(1986)、玉真之介（2001b）、朴敬玉(2012)、李海訓(2013)などの研究成果が挙げられる。

本節では以上の研究成果を参照して日本政府の「満洲国」に対する米穀政策を簡略に紹介

しておく。 

前述したように、1933 年以降、「満洲国」の米作生産は急速に進展していて、1933 年か

ら 1937 年まで、水稲の収穫量は 166,010 トンから 521,560 トンへ、水田面積も 79,360ha か

ら 199,689ha に急増した（表 4.5）。この情勢に対して、関東軍は現地調弁主義と日本人の満

洲への移住を推進する立場から、「満洲国」における米穀の増産を強く希望していた。対照

的に、日本農林省は 1933 年から急増してきた米穀生産に対して、近い将来に日本に向け、

過剰となった米穀を輸出する可能性が高いと判断した259。このため、農林省は「満洲国」

を第二の朝鮮・台湾にしないように、「満洲国」の米穀生産を抑制しようと図っていた。1937

年に 1 月に農林省米穀局は関東軍に提示された「満洲産業開発五ヵ年計画」の米穀増産計

画の中で、「米ニ関スル限リ明ラカニ之ガ是正ノ必要アリ」と主張し、更に「米ニ付テハ内

地ニ於ケル需給関係ヲ考慮シ適当ニ生産ノ調整ヲ行フコト」という意見を「満洲国」に要

求した260。この指示を受け、1937 年 1 月に公表された「満洲産業開発五ヵ年計画綱要」で

は、「稲作は日本人移民を中心とし朝鮮人移民に依る増産は自然増の程度に止め」とされた
261。 

1938 年になると、「米穀管理法」及び「満洲糧穀株式会社法」に基づいて「満洲国」の米

穀生産に対する規制はさらに強化された。米穀管理制度はその目的を以下のように掲げて

いた。 

 

「米穀管理制度は米穀に関し国内自給自足を目標として生産の統制的確保を期し其

の需要の調節適正なる価格の安定維持を図ることを目的とするものであって之が満洲

糧穀株式会社を設立して軍需に備うると共に対日輸出を規制して日満米穀政策の調整

を図り、且合理的配給機構により中間経費を節減して米穀の生産者、消費者及び配給業

者の利益の調和に遺憾なからしめようとしているのである。」262（下線は引用者による） 

 

すなわち、米穀管理制度は「満洲国」産米穀の対日輸出に対する規制を重要な課題とな

っていたのである。 

 

 要するに、農林省は 1930 年代初頭から急成長を遂げた「満洲国」の米穀生産に対して、

                                                        
259 大豆生田稔（1986）、377 頁。 
260 大豆生田稔（1986）、376 頁。 
261 玉真之介（2001b）、157 頁。 
262「米穀管理制度の実施に就て（上･下）」、『満州日日新聞』、1939 年 6 月 2 日―1939 年 6
月 4 日。 
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それを歓迎せず、むしろ日本国内から排除する政策を採っていた。1937 年以降、中国東北

における米穀生産は厳しく制限され、米穀の供給市場は人為的に「満洲国」国内に限定さ

れた。しかし、1941 年に太平洋戦争が勃発し、日本国内の食糧需給の逼迫とともに、食糧

増産は再び「満洲国」の最重要課題となり、農林省の「満洲国」米穀に対する政策は破棄

された。 

 

3.「満洲国」期の東北地域における稲作技術 

（1）「満洲国」における水稲品種の改良と分布 

1928 年から満鉄農事試験場熊岳城分場において、水稲の人工交配、水稲品種の導入・改

良が展開されていた。又、同分場の技師小島清重郎は同年、中国東北「中北部」地方を対

象にした品種の開発に着手した263。小島清重郎の研究によって、1934 年に「興国」、「弥栄」、

「興亜」、「国主」といった「中北部地帯向け」の品種が開発された。このうち「興国」、「弥

栄」、「興亜」は 1936 年に「中北部地帯向け」の奨励品種として「満洲国」政府により指定

された264。 

1939 年以降、対ソ国境の防備を強化するため、「満洲国」は「北辺振興計画」を制定した。

その中で、「開拓」については、「日本開拓民並びに北辺振興に適応せる優良な鮮人開拓民

並び原住民は国境接壌地帯に於ても定着せしめる、特に従来の無住地帯に対して開拓青年

義勇隊及び一般優良開拓民の積極的入植を図り北辺の強化に努めしむ」とされた265。この

ため、1940 年から農事試験場は「満洲国」の「北辺振興計画」の目的に沿って、日本人開

拓団と朝鮮人の営農安定を図り、北満地方に適合する耐寒性の高い水稲品種の開発に着手

した。ここで注目すべきは、「北辺振興計画」の遂行によって、「満洲国」農事試験場に開

発された「興国」、「弥栄」、「国主」などの耐寒性が高い改良品種が北満地方において、1920

年代から圧倒的な割合を占めていた「北海」266（「札幌赤毛」）を交代する動向が強まって

いた267。  

「満洲国」農事実験場に主導された水稲品種の導入・改良研究が進展するなかで、中国

東北における水稲の栽培品種は 1920 年代から 1940 年代にかけて大きく変化した。1940 年

代初頭の東北各地域における水稲品種の分布は以下のようであった。 

 

                                                        
263 湯川真樹江（2011）を参照されたい。 
264 湯川真樹江（2011）、349 頁。 
265 玉真之介（2001a）、158 頁。原資料は『農業』、1939 年 7 月号、87 頁。 
266 満州国農産部農務司（1940）、20 頁によると、「北海」は元の「札幌赤毛」である。 
267 湯川真樹江（2011）、69―76 頁を参照されたい。 
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表 4.6 1940 年の南満地方における水稲品種の分布と割合 

％ 

品種 

南満地方 
万年268 大原269 陸羽 132 号 喜笠 京租 赤籾 その他 

奉天省 17.4 2.5 10.0 15.0 25.0 0.3 29.8 

安東省 ― ― 49.5 ― 14.5 28.2 7.8 

錦州省 8.3 ― 75.6 1.1 10.0 ― 5.0 

通化省 ― ― 4.4 0.7 78.4 ― 16.5 

熱河省 ― ― 40.0 0.2 36.3 ― 23.5 

合計 7.6 0.9 30.6 6.0 28.6 ― 26.3 

出所：小島清重郎・中村誠助・戸村一男、『満洲ニ於ケル水稲品種ノ分布』、日満

農政研究会新京事務局、1943 年、1―2 頁に記載された栽培面積より筆者算出。 

  

 1940 年代の南満地方における水稲品種の分布を見てみると、奉天以北では、朝鮮在来

種「京租」の栽培が多かった。一方、奉天以南の安東省と錦州省においては、日本種「陸

羽 132 号」の普及が著しかった（表 4.6）。1920 年代の状況に比較するならば、奉天以南

では「陸羽 132 号」が日本種の「亀ノ尾」、「関山」及び朝鮮種に交代していった。対照

的に、奉天以北では「京租」は依然として当該地域の主要な品種であった。 

 

                                                        
268 南満洲鉄道株式会社調査局（1942）、98 頁によると、「万年」は熊岳城農事試験場に於て

大正 5 年亀の尾を原種として純系分離に着手、以来選抜を重ね選出したもので他品種との

比較試験の結果優良なるを認め、同 14 年万年と命名し奨励品種としたものである。草丈分

蘖中位、無芒にして収量多く、米質また良好である。現在遼陽以南及び安東地方に多く栽

培され、最南部地帯に適する。 
269 南満洲鉄道株式会社調査局（1942）、100 頁によると、「大原」は熊岳城農事試験場に於

て早生大野の純系淘汰を行ひ選出したものである。成熟期は万年よりも稍遅く、草丈稍長、

分蘖中位、有芒にして収量多く、米質亦佳良である。稈稍柔く倒伏し易いのが欠点である。 
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表 4.7 1940 年の中満地方における水稲品種の分布と割合 

％ 

品種 

中満地方 
北海 田泰270 光頭児 小田代 5 号 井越早生 京租 万年 その他 

間島省 40.1 ― 1.1 30.4 4.3 ― ― 24.1 

吉林省 36.4 19.0 ― 12.3 ― 3.4 7.0 28.2 

四平省 1.7 7.1 10.0 5.9 ― 61.3 3.2 10.8 

浜江省 33.9 0.7 25.3 ― ― 12.6 ― 27.5 

龍江省 92.0 ― ― ― ― 0.4 ― 7.6 

合計 34.1 8.6 7.0 11.5 0.8 14.7 3.2 20.1 

出所：小島清重郎・中村誠助・戸村一男、『満洲ニ於ケル水稲品種ノ分布』、日満

農政研究会新京事務局、1943 年、20―24 頁に記載された栽培面積より筆者算出。 

 

 また、中満地域における水稲品種の分布を確認してみると、長春以南では朝鮮在来種「京

租種」の栽培が多かった。対照的に、長春以北の大部分の地域では日本種「北海」の栽培

が多かった（表 4.7）。1920 年代の状況に比較すると、田泰、小田代 5 号等の日本品種の普

及が進展していたが、依然として長春以南では「京租」、その以北では「北海」の栽培が一

番多かった。 

 

表 4.8 1940 年の北満地方における水稲品種の分布と割合 

％ 

品種 

北満地方 
北海 小田代 5 号 田泰 光頭児 坊主 6 号 その他 

牡丹江省 65.0 25.0 ― ― ― 10.0 

東安省 80.0 ― 5.0 5.0 ― 10.0 

三江省 80.0 ― ― 15.0 ― 5.0 

北安省 90.0 ― ― 3.0 2.0 5.0 

黒河省 100.0 ― ― ― ― 0.0 

出所：小島清重郎・中村誠助・戸村一男、『満洲ニ於ケル水稲品種ノ分布』、日満

農政研究会新京事務局、1943 年、25―32 頁に記載された栽培面積より筆者算出。 

 

 最後に、北満地方の状況を見てみると、稲作地域が 1920 年代より黒河地域にまで拡大さ

れた。しかし、日本種「北海」の栽培が依然として圧倒的に多かった。このため、北満地

方は「水稲の北海地帯」と呼ばれた（表 4.8）。すなわち、1940 年代の北満地方における水

                                                        
270 南満洲鉄道株式会社調査局（1942）、99 頁によると「田泰」は元の「小田代」であった。 
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稲品種は、1920 年代と変わらなかった。 

図 4.9 1940 年代の中国東北地域における稲作の地域及び品種分布 

 

出所：小島清重郎、中村誠助、戸村一男、『満洲ニ於ケル水稲品種ノ分布』、日満農政研究

会新京事務局、1943年、1―24頁より筆者作成。 

注：大文字は普及の割合が多かったことを表すこと。また、赤字は日本種、青字は朝鮮種、

下線斜体は満洲農事試験場に開発された改良種を表すこと。 
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1940 年代の中国東北における水稲栽培品種の分布の特徴をまとめれば、以下の 3 点であ

る。①中国東北を北上するにつれて、朝鮮在来種が減り、日本種が増えた271。また、②東

北における水稲品種は 1920 年代より日本種の栽培が増加し、農事実験の改良により「万年」

をはじめとする「改良種」の普及が始まった。さらに、③北満地方では、水稲の栽培地域

は 1920 年代より最北部の黒河省にまで拡大された。しかし、長春以北では「改良種」或い

は新しい日本種の使用はまだ進んでいなかった、一部の地域において朝鮮在来種「光頭児」

が栽培されていたが、圧倒的な割合を占めていたのは「北海」であった（図 4.9）。 

 

（2）「満洲国」期の東北地域における稲作農法 

①肥料について 

前述したように、「満洲国」期には、南満地方における地力の衰退と日本耐肥種水稲の普

及が相まって、東北地域の肥料に対する需要が除々に増長してきた。これと伴い、1930 年

代末から「満洲国」では化学肥料の配給量が急増していた272。こうした化学肥料をめぐる

新たな動向については、李海訓（2013）が南満地方において顕著に進んでいた事実を明ら

かにしている。表 4.10 は李海訓（2013）と依拠する資料は同じであるが、化学肥料の配給

先を省レベルにまでおりて、より詳細に表示したものである。「満洲国」で配給されていた

化学肥料は硫安が大部分を占め、一部では大豆粕と僅かの過燐酸石灰も使用されていた。

1941 年以降、東北地域の稲作に施肥された化学肥料の配給量については、表 4.10 のようで

あった。 

 

表 4.10 1941―1943 年の「満洲国」における稲作に対する化学肥料の配給状況 

単位：叺273 

1941 1942 1943 年 
 

硫安 過燐酸石灰 硫安 過燐酸石灰 硫安 過燐酸石灰 

新京特別市 ― ― ― ― ― ― 

吉林省 71,880 ― 
74,235 

（25％） 
5,000 

82,000 

（40％） 
2,000 

龍江省 2,408 ― 
6,000 

（20％） 
― 6,000 ― 

四平省 ― ― ― ― 
80,000 

（60％） 
2,000 

黒河省 ― ― ― ― ― ― 

三江省 6,537 ― 5,040 ― 5,100 500 

                                                        
271 湯川真樹江（2010）、799 頁による。 
272 表 2.4（35 頁）を参照されたい。 
273 １叺は約 37.5kg である。 



 

 108 

（15％） （15％） 

浜江省 9,870 ― 
9,690 

（15％） 
― 

11,000 

（20％） 
― 

牡丹江省 11,496 ― 
10,440 

（20％） 
― 

12,000 

（20％） 
― 

間島省 16,650 ― 
19,950 

（35％） 
― 

21,000 

（40％） 
― 

通化省 11,550 ― 
11,520 

（30％） 
― 

13,000 

（30％） 
― 

安東省 82,800 ― 
70,200 

（60％） 
5,000 

72,000 

（70％） 
2,000 

奉天省 230,400 ― 
241,500 

（75％） 
10,000 

160,000 

（80％） 
9,000 

錦州省 57, 040 ― 
57,000 

（75％） 
5,000 

80,000 

（80％） 
4,000 

熱河省 6,000 ― 
4,960 

（40％） 
― 

5,000 

（40％） 
― 

北安省 1,500 ― 
3,060 

（10％） 
― 

3,500 

（10％） 
― 

安東省 6,800 ― 
8,400 

（20％） 
― 

8,500 

（20％） 
― 

興安西省 300 ― 
500 

（10％） 
― 

500 

（15％） 
― 

興安南省 1,000 ― 
1,100 

（15％） 
― 

1,200 

（15％） 
― 

興安東省 100 ― 210 ― 
200 

（15％） 
― 

興安北省 ― ― ― ― ― ― 

合計 511,331 ― 523,805 25,000 561,000 20,000 

出所：荒川左千代、『満洲に於ける水稲施肥に関する研究』、日満農政研究会新京事務局、

1943 年、11 頁。 

注：括弧内の数字は水稲作付面積に対する肥料配給割合を示す。 

 

表 4.10 から見てみると、1940 年代初頭において「満洲国」が稲作に配給した化学肥料は
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20,000 トン以上であり、農産物全体に配給した化学肥料の過半数を占めていた274。また、

各地域に配給された化学肥料の割合を見てみると、安東省、奉天省、錦州省、吉林省に配

給された化学肥料は稲作に配給された化学肥料全体の約 85％（1943 年 70％）を占め、圧倒

的に多かった。 

前述したように安東省、錦州省及び奉天省の一部の地域においては、日本の耐肥性品種

の分布が一番多かった。このように、「満洲国」は稲作に肥料を配給するに当たって、南満

地方の耐肥性品種に対して集中的に配給していたことが読み取れる。 

しかし、1940 年以降、「満洲国」における化学肥料の供給は依然として不足していた。硫

安の配給量が１陌当たり 3―4 叺に達した地域は、僅か奉天省、錦州省、安東省と吉林省に

すぎなかった275。荒川左千代の計算によると、「仮に４叺を陌当たり施用量としても硫安 150

瓩であって窒素 30 瓩程度に過ぎないのである。稲作窒素適量試験の成績に依って見れば僅

か半量となる。しかも、その配給割当は作付面積の 10―80％であるから、平均量は更に低

下する」と評価された276。 

まとめて言えば、1940 年代から中国東北では、水稲優良品種の普及を伴いながら、稲作

地域は拡大していった。しかし、稲作に配給された化学肥料の不足は、その生産性を制約

する要因となっていたのである。 

 

②耕作方法について 

 「満洲国」期において、朝鮮人移民が行っていた稲作の耕作方法についても、その実態

を見ておくことが重要である。『続・満洲の肥料』では、「満洲国」期における稲作の耕作

方法等について以下のように記している。 

 

「その耕種要領は、初年目には先づ不定形且つ不整なる造田を行って播種し、収穫後

は稲株をその儘残しておき、②翌春解氷後に三本鍬等を用いて耕転する。①かかる鮮農

達は家畜及び犂を所有するものが極めて少く、若し畜力に依って耕鋤を必要とするとき

は満人農家に依頼することもある。一般には秋耕を行はないが、精農家は秋耕を行ひか

つ春耕を二回も行っている。併し、普通はきわめて粗放的に単に一回しか耕鋤しないの

であるがら、耕土の深さ 10 糎内外で極めて浅いのが常である。灌水が終ると、無肥料

の儘で地均を行ひ直ちに播種される。③播種用の籾は催芽したものを用いるが、一般に

は散播で條播さへ未だ少い。蛸魚足型の直播器を使用するものも稀である。灌水は概し

て深水となるのが普通で灌排水路を有しないため掛流し法が甚だ多く、また直播乃至散

播の結果は除草が極めて困難となり熱ひ作業は簡便化し、偶々雑草の旺盛なる成長のた

めに、水面上に伸びた雑草の茎藁部を薙ぎ取ると云ふ方法が行はれる。かかる掛流し法、

                                                        
274 荒川左千代（1943a）、10 頁。 
275 荒川左千代（1943a）、11―12 頁。 
276 荒川左千代（1943a）、12 頁。 
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一般には冷害の機会を多くする。加之、わが国（筆者注：「満洲国」）の水田地温は凍結

層の関係で一般に低く、加ふるに、水稲初期の灌水は未だ結氷せる間を流れてくること

往々にある。 

わが国の稲作法の概要は、斯の如く頗る粗放的で、しかも、④原始的なために殆ど

が無肥料であるが、開田年次の古い南満地方では概ねに肥料に対する要求が漸次高まっ

ている。政府も特に水稲肥料の配給に重点を置き、その施用を奨励しつつあるが、日本

よりの割當数量が僅少なるため施肥割合は洵に微々たるものと云われている。……」277

（下線と①－④の番号は引用者による） 

 

ここでは、以下の４点が注目に値する。①「満洲国」期においても朝鮮人移民は貧しく

て、稲作の作業は殆ど人力に依存した。②朝鮮人移民が稲作に使用された農具は手作業農

具に限定された。そして③播種の方法としては、散播が依然として圧倒的に多く採用され

ていた。④稲作の施肥については、前述したように化学肥料の使用が進展していたが、圧

倒的な大部分は在来肥料を使わず、無肥料栽培のままであった。これらの特徴が意味して

いることは、要するに、「満洲国」期における朝鮮人移民の稲作には、1920 年代と比べて大

きな違い進展が見られなかったということである。 

 

しかし、朝鮮人移民の稲作も、除草作業については、1920 年代から変化があった。この

点について『満洲に於ける水稲作研究』では以下のように述べている。 

 

「大部分は手取りであるが、最近除草器を使用する者が漸次増加しつつある。手取

りの場合は浅水として手を用ひて雑草を芟除するのであって、第一回目の除草は除草

器を使用する場合と雖も手取りを行ひ、農家によって雁瓜又はホミを用ひて中耕を兼

ね行ふものもある。手取りは雑草を除去充分であり良好な方法であるが、労力を要す

ることが多い欠点がある。除草器は無論條点播及び移植の場合に限られ、撒播には使

用できない。條播の場合は無論であるが、移植に於いても満洲で乱雑植及び片正條植

多きため除草器のみで除草が不完全となり、従って除草器使用後更に手を以て株間の

除草を行っているものが多く、特に止め草の場合には除草を完全にするため手取りの

みとするか、前述の方法を行っている……」278（下線は引用者による） 

 

ここで注目すべきは稲作における除草器の役割である。1940 年代になると、一部の地域

では従来の手作業に代わって、除草機が稲作に使用された。しかし、東北の稲作において

は、播種の方法はほとんど撒播であり、除草器を使用することは困難であった。また、除

草器の使用が可能とされた條播或いは移植においても、東北の稲作播種方法は粗放的であ

                                                        
277 荒川左千代（1944）、29 頁。 
278 南満洲鉄道株式会社調査局（1942）、65―66 頁 
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ったため、除草器の効率は極めて低かった。以上の事例から見て、東北地域の稲作に除草

器等の新式農具を導入する際に、稲作の耕作方法を抜本的な改良が必要であろう。 

 

ここまで、「満洲国」期における稲作の生産状況、日本農林省の米穀政策、そして水稲品

種の変遷及び朝鮮移民の稲作実態を紹介してきた。中国東北地域では 1931 年に勃発した「満

洲事変」によって東北地方政権が崩壊し、同政権が行っていた水田開発、特に朝鮮人に関

する制限政策も一掃された。この状況を前にして、1930 年代末期に東北での米の増産を追

求する関東軍と日本国内の米作農家を守ろうとする農林省の間に対立が現れた。しかし、

1941 年に太平洋戦争が勃発すると、日本国内の食糧需給が逼迫し、農林省の「満洲国」米

穀に対する制限政策も必然的に破棄された。 

「満洲国」期には日本の良種水稲の改良・導入によって、中国東北の稲作地域は更に北

部に拡大された。そしてすでに稲作が普及していた遼寧省、吉林省、黒竜江省南部では日

本優良品種の普及も進展した。更に、日本政府は化学肥料の配給増加などの面から稲作の

向上を図った。しかし、新たに開発が進んだ改良品種は耐肥性品種であり、肥料の配給が

充分ではなかったために、生産高としては大きな成果をあげることが出来なかった。もっ

とも、以下の点については注目しておく必要がある。すなわち「満洲国」期に開発された

水稲優良品種が北満地方を含む東北全般に残されたということである。これらの品種は

1950 年代に至るまで東北の稲作を支えることになった。 

 

三、1950 年代初頭の東北地域における水稲生産と在来稲作技術 

１．1950 年代初頭の東北地域における朝鮮族人口、水田面積と水稲生産量の推移 

（１）1950 年代初頭の東北地域における朝鮮族人口 

 前述したように、1910 年代から東北地域で展開された水田開発は主に朝鮮人によって主

導されていた。1920 年代以後、中国農民も水田開発の利益を狙って、稲作技術の習得或い

は水田会社の設立に積極的に関わった。しかし、その人数は決して多くなかった。1940 年

代の東北地域における稲作の民族構成の実態については、横山敏男（1945）が 1945 年の段

階で以下のように述べている。 

 

「云うまでもなく、満洲米作の歴史を見ても明らかな如く、満洲米作の実際に従事

するものは鮮人農家である。近時水稲作の経済的有利性に目覚めたる満農の水田経営

への進出は洵に端倪すべからざるものがあるが、尚依然として水稲耕作者の圧倒的大

部分は鮮農である。水田経営者の鮮農対満農の比率は、地域的に異なり、或ひは開拓

年度によって異なっている。例へば極く概括的には間島に於ては九対一、安東省に於

ては八対二、奉天省特に西部遼河沿岸海城県於ては七対三位と推定されるのであるが、

牡丹江、東安、濱江等比較的に開拓年度が新しく、朝鮮に接壌せざる地域に於ては水

稲作経営者は九割九分までを鮮農と見ても大して過誤ではなさそうであり、全満的に
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水稲耕作者の九割は鮮農と見てよからう。」279（下線は引用者による） 

 

ここで指摘されているように、「満洲国」末期まで、東北地域における水田の経営者は

朝鮮人移民が圧倒的な部分（90％）を占めていた。そして 1944 年までに「満洲国」にお

ける朝鮮人移民の人口は約 186.31 万人に達し、彼らの多くは「満洲国」の各地域で稲作

に従事して、稲作の主要な担い手となっていたのである。 

しかし、1945 年以降、「満洲国」の終焉によって、大量の朝鮮人移民が引き揚げ、東北

地域における朝鮮人移民の人口が急激に減少した280。そして 1948 年以後、朝鮮民主主義

共和国と中華人民共和国の成立によって、朝鮮人の越境に対する管理が厳格になり、東

北地域に対する朝鮮人移民はほとんど断絶することになった。このため、1949 年まで東

北地域における朝鮮族人口が僅か 70.77 万人となり、1944 年の約 38％にまで急減した。

そして東北に残った朝鮮人移民は延辺地域に集中した。1949 年の延辺地域における朝鮮

族人口が 51.9 万人であり、東北在住朝鮮族全体の約 73.4％を占めていた281。また、新た

な流入人口を迎えることがなくなった朝鮮人の人口増加率は 1950 年代初頭になると、自

然増加の水準に止まることになったのである282。 

 

（2）1950 年代初頭の東北地域における水田面積と水稲生産量 

中華人民共和国の建国以後、東北地域の水田面積は増加したが、それでも 1949－1954 年

の面積は「満洲国」期の最高水準を記録した 1941 年の水準には及んでいなかった。しかし、

1950 年代後半になると、水田は急速に拡大され、194１年の水準を大幅に超えた（表４.11）。 

また、1949－1957 年の東北地域における水稲の生産状況を概観すれば、1952 年から、「満

洲国」期の最高水準を記録した 1941 年の水準を超えて、1955 年まで 146 万トンに達し、1941

年の水準の約 2 倍を記録した（表４.11）。 

総生産高のみならず、1ha 当たりの水稲生産量としても、1957 年を例外として、いずれの

年においても 1941 年の水準を超えていた（表４.11）。 

 

 1950 年代の東北地域における水稲栽培については耕作面積についても、生産量について

も、1955 年から急増したことが記録されている。この点については、今後、数値の信頼性

を含めて検討する必要がある。しかし、ここで強調しておきたいことは中国東北における

稲作が 1950 年代になっても大きな意味を持っており、1945 年以前において稲作を担ってい

た朝鮮人がこの時期には東北へ流入することが難しくなっていたということである。 

表 4.11 1949－1957 年の中国東北地域における水田面積及び水稲生産量統計表 

                                                        
279 横山敏男（1945）、27 頁。 
280 戦後朝鮮人移民の引き揚げの実態について、李海燕（2009）を参照されたい。 
281 安龍禎（1985）、276 頁。 
282 金炳鎬（1992）、14 頁。 
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単位：ha、トン 

年代 ①水田面積 ②水稲生産量 ②/① 

1941 363,649  723,725  1.99  

1949 261,800 100 534,000 100 2.04 100 

1950 300,733 115 714,500 134 2.38 116 

1951 293,033 112 648,500 121 2.21 108 

1952 316,833 121 927,000 173 2.93 143 

1953 302,767 116 888,000 166 2.93 144 

1954 361,633 138 951,000 178 2.63 129 

1955 428,367 164 1,458,800 273 3.41 167 

1956 854,167 326 2,414,300 452 2.83 139 

1957 767,500 293 1,486,300 278 1.94 95 

出所：遼寧省志編集委員会、『遼寧省志 農業志』、遼寧民族出版社、2003 年、110 頁。黒

龍江省志編集員会、『黒龍江省志 農業志』、黒龍江省人民出版社、1993 年、185 頁。国家

統計局経済平衡統計司、『吉林五十年（1949－1999）』、中国統計出版社、1999 年、590－592

頁。 

 

２．1950 年代初頭の共産党の水田開発に対する政策 

1948 年以降、東北全域を占領した共産党政権は稲作の利益を狙って、水田面積の拡大を

促進した。内戦末期の 1948年に、共産党は東北各地で約 9万 ha の水田を新しく開墾した283。

そして 1949 年以降、共産党は継続的に水田の拡大を目指し、水田の開墾或いは畑を水田に

改造することを推し進めていた。例えば、黒龍江省政府は水田の拡大を目指して、1955 年

の全省水田耕作会議において、新しく水田を開墾する場合は農業税を 3 年間にわたって、

減免し、水利費の 3 分の 1 を免除するなどの優遇政策を打ち出した284。遼寧省においても

同様な開発政策が行われた。遼寧省政府は新しく開墾された水田に対して、5 年間の公糧徴

収を免除し、畑を水田に改造する場合には、3 年間にわたって、公糧徴収品種を米に変更し

ない政策を実施した285。吉林省政府も同様な政策を展開して、水田の開墾を推進した。1949

年に吉林省の水田面積は 8.56 万 ha であったが、1956 年になると 26.5 万 ha に増大した286。 

一方、朝鮮族の人口は1950年代初頭には僅か1944年の38％に過ぎなかった。すなわち、

1910―1940年代に独自の稲作技術を持つことよって、東北の水田経営を主導していた朝鮮

人移民の人口は極めて不足していた。この状況に対して、共産党は朝鮮族を「互助組」や

「初級農業生産合作社」に組織し、労働力、農具、肥料などの集約的使用を通じて、労働

                                                        
283 林楓（1948）、1 頁。 
284 李海燕（2013）、73 頁。 
285 遼寧省誌編集委員会（2003）、106 頁。 
286 国家統計局経済平衡統計司（1999）、590－592 頁。 
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力不足を緩和しようとした。1955年まで、延辺地域では、「初級農業生産合作社」に参加し

た農家は全体の53.4％に達し、少数民族の集団化の先進的な典型として中央政府に表彰され

た287。 

更に、1956年から共産党は「民族連合社」を東北各地に組織することになった。「民族連

合社」とは、水田と畑、漢族農民と朝鮮族農民を組織して、朝鮮族の稲作と漢族の畑作を

互いに助け合わせ、それぞれの特長を発揮させる農業集団化組織であった。1956年までに

延辺地域における「民族連合社」は農業生産合作社全体の72％を占めていた288。黒龍江省

と遼寧省においても多くの「民族連合社」が設立されていた。すなわち、共産党は、水田

の開発を推し進める一方、朝鮮族労働力の不足という問題を緩和するために漢族農民に稲

作技術を習得させ、稲作に参与させる政策を採っていたのである。1956年はすでに確かめ

たように水田面積が1949年の3.3倍という急増を見せた年であった（表4.13）。「民族連合社」

による朝鮮族と漢族農民の組織化はこうした急増を支えていた可能性は充分に考えられる。

しかし、この点についての解明は今後の課題として残さざるを得ない。 

 

３．1950 年代初頭の東北地域における稲作技術 

（1）1950 年代初頭の東北地域における水稲品種の改良と分布 

前述したように、「満洲国」期の東北地域においては、農事試験場による品種改良試験及

び日本品種の導入が進んでいたので、品種の改良とその普及面積の広さという点で水稲は

他の作物に先んじていた。1949年以降、共産党によって再建された東北農業科学研究所は

「満洲国」期に指定された優良品種を受け継ぎ、それに基づいて品種の改良を展開した。

東北農業科学研究所が行ったこれらの活動については、湯川真樹江（2013）が先駆的に明

らかにされている。ここでは個々の優良品種に関する説明を補強しつつ、これらの先行研

究の成果に依拠して、共産党政権下における品種改良の取り組みについてまとめておこう。

東北農業科学研究所が改良した主な水稲品種は以下の4種であった289。 

 

① 北海1号：1947年に東北行政委員会佳木斯（ジャムス）農業試験場は樺川県農家が栽

培していた北海品種の中から優良な種籾を選出し、開発した新品種。1955－1956年

に黒竜江省のハルビン、尚志、寧安及び吉林省の琿春などの地域で試作され、多収

性、耐病性が確認された。1956－1958年に吉林省と黒龍江省に20万畝まで普及した。

更に内モンゴル、河北省、新疆自治区、江蘇省等の地域においても試作が展開され

た。 

② 6.1.4－2：東北農業科学研究所が「満洲国」農事試験所に遺留された6.1.4（14－9）

番の試験サンプルから選出し、改良を加えた新品種。1951－1955年に東北各地で試

                                                        
287 李海燕（2013）、72 頁。 
288 李海燕（2013）、73 頁。 
289 中国農業部種子管理局（1959）、115－165 頁。 
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作され、多収性、耐肥性、耐病性が確認された。公17号と田泰に代わる品種として

期待された。1958年から海龍、柳河等の地域に普及した。後には湖北省においても

栽培試験が展開された。 

③ 寧豊：遼寧省熊岳城農業試験站が農林7号と亀の尾5号の交配によって、開発した新

品種。1953－1956年に遼寧省の14の県（市）の国営農場で試作にされ、多収性、耐

肥性、耐病性が確認された。1957年に遼寧省農業庁の品種審査会によって、1958年

から農林1号、信友早生、公17号並びに田泰に代わる優良品種とされた。遼寧省では

1958年までに１万畝まで普及した。後には湖南省、浙江省等の地域おいても栽培試

験が展開された。 

④ 衛国：1950年に遼寧省熊岳城農業試験站が農林7号と農林1号の交配によって、開発

した新品種。1949－1953年に熊岳城農業試験站等で試作され、多収性、耐肥性、耐

病性が確認された。衛国は陸羽132に代わる新品種として、普及に力が入れられ、遼

寧省では1958年までに普及面積が80万畝に達し、遼寧省南部地域の主要な品種とな

った。また、同品種は中国南部、西部の地域おいても栽培試験が展開された。 

 

その他に、朝鮮からも一部の水稲の優良品種が東北地域に導入された。そのなかでは、

元子2号と鉄道稲がもっともよく普及された290。 

 

⑤ 元子2号：1948年に延吉県新光郷の農民金秉吉により朝鮮咸鏡北道から導入された品

種。1949年に龍井水田試験場等で試作され、多収性、耐肥性、耐病性が確認された。

遼寧省では1957年までに45万畝まで普及した。後には中国南部、西部の地域おいて

も栽培試験が展開された。 

⑥ 鉄道稲：1953年に遼寧省寛甸県の農民により朝鮮碧潼郡から導入された品種。1956

年に山地地帯で試作され、多収性を確認した。遼寧省の安東、寛甸等の地域で1958

年までに2.25万畝まで普及した。 

 

要するに、東北農業科学研究所は1952年から「満洲国」期の農事試験場の業務を引き継

いで、水稲優良品種の改良を展開していた。同研究所で育成された新品種の多くは日本種

や「満洲国」に指定された優良品種を使って交配等により開発されたものであった291。ま

た、朝鮮から一部の水稲品種が導入されたが、元子2号を例外として、その普及面積はそれ

ほど高くなった。1950年代における東北農業科学研究所の水稲改良に関する業務内容をま

とめていえば、主たる活動は「満洲国」期に指定された優良品種を改良することによって、

水稲生産の向上を促進することにあった。朝鮮から優良品種を導入することも行われたが、

その普及面積は改良品種のそれに比べれば、小さなものであった。こうした意味で、1950

                                                        
290 中国農業部種子管理局（1959）、139－167 頁。 
291 湯川真樹江（2013）、41 頁。 
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年代の共産党は「満洲国」期の水稲栽培の経験を継承していたと言うことができよう。そ

して1950年代末になると、共産党は日本の水稲優良品種を中国の関内地域まで広げていっ

たのである。 

 

（2）1950 年代初頭の東北地域における稲作農法 

 ①肥料について 

 これまでの研究においては注目されてこなかったが、共産党は稲作に対する化学肥料の

配給を重視していた。第 3 章第 2 節に論じたように、1950 年代初頭において、共産党は水

稲の生産を確保するため、化学肥料を優先的に稲作に配給し、稲作の化学肥料の普及率は

畑作より進んでいた。すなわち、1950 年代においても、共産党は「満洲国」期のように、

稲作に対して化学肥料の優先配給政策を採用していた。 

 しかしここで強調しておきたいことは、1950 年代初頭から畜糞や土糞等の在来肥料が東

北地域の稲作に使用されるようになったことである。前述したように、1920－1930 年代の

東北地域における稲作は南満地方の一部を除くと、ほとんど施肥が行われていなかった。

「満洲国」期になると、化学肥料が稲作に使用されるようになり、朝鮮人農民は配給され

た化学肥料に依存するようになった。しかし、彼らは在来肥料を利用することはなかった。

共産党は化学肥料の不足を緩和するため、稲作に畜糞、人糞尿、土糞等の在来肥料を使用

するよう働きかけた。例えば、1950 年代半ばから東北の稲作に採用された「崔竹松水稲豊

産法」では畜糞、人糞尿、土糞等の在来肥料を基肥とし、化学肥料を主に追肥として使わ

れた292。このため、第 3 章第 3 節に論じたように、共産党は在来肥料の収集、製造、使用

運動を稲作に対しても展開した。要するに、1950 年代初頭の東北稲作においては、畜糞、

人糞尿、土糞等の在来肥料が広く使用されるようになっていたのである。 

 ②耕作方法について 

前述したように、1949 年以前の東北の稲作においては、撒播の採用が多かった。しかし、

点播或いは條播栽培は撒播より増収が期待されるだけでなく、中耕、除草等の作業に労力

が節約できる利点があったので、共産党は東北の稲作に点播或いは條播栽培を普及させた。

1950 年後半まで、黒龍江省の北部地域を除き、点播或いは條播栽培は東北地域に広く普及

した293。更に、遼寧省においては苗代を活用する田植栽培法も普及していた。 

また、共産党は水田を集約的に利用するため、点播或いは條播栽培に基づいて、密植農

法を稲作に採用させた。密植農法については、地力、施肥、品種等によって、いろいろな

様式があったが、いずれも比較的に精細な農法であった294。そして密植農法は苗の間の間

隔が小さいために、土壌を柔らかくし、肥料を深く、また多量に与えることが必要となる。

すなわち、密植農法は深耕農法を不可欠としていた。このように、深耕農法もまた東北の

                                                        
292 吉林省農業科学院（1963）、38－40 頁。 
293 王良泉（1958）、34－35 頁。 
294 稲作密植農法の様式について、瀋錦驊、岳景範（1956）、489 頁を参照されたい。 
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稲作に展開されることになった。その他、早期水稲育苗技術の採用を通じて、水稲の生育

期間を延ばして、稲作の中耕、除草、追肥等の作業回数も増えていった。 

さらに、稲作在来農法の改良に相まって、除草器、簡易人力田植機、点播器等の人力･畜

力農具が東北の稲作に応用されるようになった295。 

 

以上、1950 年代初頭の東北地域における稲作の生産状況、共産党の水田開発政策、そし

て水稲品種及び稲作在来農法の改良について論じてきた。1950 年代初頭になると、共産党

は東北地域で水田の開発を促進した。そのなかで、1910 年代から東北の稲作を主導してい

た朝鮮族労働力の不足を緩和するため、「互助組」や「初級農業生産合作社」を組織した。

共産党はまた「民族連合社」の設立によって、稲作技術が朝鮮族から漢民族へ広がること

を期待した。稲作技術改良の面から見てみると、共産党は「満洲国」期に遺留された水稲

品種を継承して、水稲品種の改良を推進した。そして化学肥料の不足を緩和するため、こ

れまで使用されていなかった畜糞や土糞などの在来肥料を稲作に普及させ、稲作に対する

施肥の量と回数を増大させた。更に、共産党は在来稲作栽培法を改良して、点播、條播や

深耕密植農法といった労働集約的な稲作技術を東北地域に普及させた。このうち下線部分

の指摘は、本論文での検討によって明らかにされた。先に見た表 4.13 には 1950 年代におけ

る稲作の生産の拡大が表れていたが、その背景にはこうした共産党の一連の農業政策があ

ったのである。 

 

 

小 括 

本章の課題が分析を通じてどのように達成されたかについては、すでに各節の終わりに

おいてまとめてきた。ここでは、1950年代の東北地域における稲作技術の拡散について1点

だけ補足しておきたい。それは、農業生産集団化運動における漢族農民と朝鮮族農民の組

織化という問題である。本章第三節でも言及したが、共産党は稲作労働力の不足を解決す

るため、「民族連合社」を東北各地に組織した。この「民族連合社」は稲作技術が朝鮮族か

ら漢族に伝播する上でも大きな役割を果たしていた。すなわち、「民族連合社」は農民の組

織化という点でも、漢民族と朝鮮族の融和を促進するという点でも極めて重要な意味を持

っていたのである。この重要な取り組みであった「民族連合社」については、その営農実

態、共産党の推進政策、更に1960年代以後の発展等の側面から実証的に検討する必要があ

るが、それについては今後の研究課題としたい。

                                                        
295 孟立民・賈恩明（1960）、121―130 頁。 
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終  章 

終章では、序章の冒頭で提起した4つの研究課題に照らし、本論文の結論を総括的に提示

し、残された検討課題を述べることにする。 

 

１．第一の課題は 1910 年代以来の東北地域における畑作技術の進展とその歴史的背景を

明らかにすることであった。 

第一の課題に関わって実証された諸事実は、次のようなものであった。1910 年代以後、

東北地域に移住した関内移民の人口は急増した。そして関内移民によって開墾された耕地

面積の拡大に伴い、農産物の生産量が急増していた。 

東北地域における農業生産の実態を確認すると、大豆生産を組み込んだ輪作法が主たる

栽培様式になっていた。すなわち、大豆を中心とする 3―4 年の輪作が基本となっていた。

大豆栽培が持っている地力の低下を緩和する作用が利用されていたのである。 

東北地域においては、播種、耕起及び中耕は主に畜力に依存し、除草と収穫は人力に依

存していた。このため、除草と収穫に際しては、農業労働力を確保することがとりわけ重

要になっていた。一方、耕起、播種及び中耕の作業では在来犂が必須の農具となっており、

在来農具の中でも、同農具は最も重要な地位を占めていた。東北の在来犂は、刃の部分（鏵

子）を除き、当地の農民にとって求めやすかった木材が広く材料に用いられ、主に自家製

であった。在来犂は構造的には、極めて簡易な農具であった。しかしながら、東北の在来

犂は、作業の効率が意外なほど高く、東北農業にとって極めて重要な位置を占めていたの

である。 

一方、東北では主に家畜によって播種、耕起、中耕、運搬等が行われていたので、家畜

の頭数が農業生産力の向上に対して、重要な意義をもっていた。そして家畜の糞は在来肥

料の原材料として使用されていたので、家畜が多いといということは、土地生産性の向上

に対しても、重要な意義をもっていた。しかし、1910－1931 年において、東北地域では家

畜の不足は深刻であり、農業生産力の向上を制限していた。 

東北農業は在来肥料である土糞に対しての依存度が強かった。しかし、家畜の不足、小

作契約期間の短さといった制約によって、東北地域の土糞施肥量は少なく、畑作の場合、

一般に施肥の回数は輪作の 3－4 年間に 1 回程度に止まっていた。こうした施肥の不足は、

東北地域の土地生産性が低迷していた大きな要因であった（第一章）。 

「満洲国」が成立して以後、日本政府は「円ブロック」の需要に応じて東北農業を改造

していった。第二章で明らかにしたように、「満洲国」の農業政策は、1933 年の「満洲国経

済建設綱要」から 1937 年の「満洲産業開発五ヵ年計画」、そして 1943 年 1 月の「戦時緊急

農産物増産方策要綱」へと推移した。この間、「満洲国」が奨励する農産物は大きく転換し、

それに伴って東北農業の実態も変化した。「満洲国」期の全期間を通じて、農産物生産高は

1920 年代の水準を下回った。しかし、世界市場への輸出が困難になった大豆とは対照的に

粟､玉萄黍､高梁といった穀物作物においては増産が実現されていた。「満洲国」は上記の作
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物以外にも煙草や綿花の増産を奨励していた。これらの作物については促進策が実施され

たにもかかわらず、増産は実現しなかった。 

「満洲国」期においては、農業技術の改良により農業生産力を進歩させる多くの試みが

行われた。1920 年代と比べると、「満洲国」期には化学肥料の生産能力と使用量が進展して

いた。しかし、1941 年になると、化学肥料が統制物資として、日本政府の配給下に制限さ

れたので、東北地域では化学肥料の使用は著しく制約を被ることになった。東北地域にお

ける単位面積当たり化学肥料の使用量は、「満洲国」期においては、極めて少ない段階に止

まった。 

また、1932 年に「満洲国」が成立してからは、満鉄が設立し運営していた農事試験場・

農事試作場等が強化された。農事試験場は北満地方に拡大され、良種育成・家畜改良・土

壌肥料等の実験内容も一層充実にした。こうした取り組みによって、大豆・粟等の良種の

育成試験は好成績を遂げた。しかし、資材・予算・人員の不足等のため、せっかく開発さ

れた優良品種は各農家に普及するまでには至らなかった。 

1941 年以後、日本政府は「第二次農業開発五ヶ年計画」に基づいて、在来農法の改良を

追求した「北海道農法」は主として日本人開拓団によって実施された。「北海道農法」はプ

ラオ、ハロ―をはじめとする畜力用農具の採用と耕作法の改良によって、農業生産の増収

をはかろうとした。しかし、普及指導員の質･量の欠陥、北海道農具の質･量の不足、開拓

農家の経済力の低下といった要因によって、「北海道農法」の普及はうまく軌道に乗らなか

った。結局、1945 年終戦以降、日本人農業移民が日本へ引き揚げるとともに、「北海道農法」

は中国東北から消え去った（第二章）。 

日中戦争が終了した後も、東北地域では中国共産党と国民党の間で激しい内戦が戦われ

たが、1948 年 11 月に東北全域を占領すると、共産党は関内地域において継続していた。内

戦で自軍を支援するため、耕耘方法をはじめ、良種の収集と普及、肥料の使用、農業技術

研究・教育機構の設立等の方面から東北農業の回復を促進しようとした。しかしながら、

この時、東北では農業労働力、化学肥料、優良品種などの農業資材が著しく不足していた。

このため、東北人民政府はこうした事態への対応を視野に入れて耕作方法の改良を追求し

た。 

1950年から食糧の増産を目指して、共産党は耕作方法に対する改良に着手し、農業技術

の向上を推進した。具体に言えば、主に在来肥料の施肥量を拡大し、耕起、中耕、除草の

回数を増やして農業生産力の引き上げを追求した。1949―1952年の東北地域における穀物

生産高を確認すると、洪水の被害があった1951年を例外として、それは順調に回復してい

た（表3.1、52頁）。在来肥料の製造は畜糞ないしは人糞尿に、耕起・中耕・除草等の作業は

労働人口に依存していた。このため、共産党は在来肥料の原料、労働力、更に畜力の確保

に力を入れた。それにもかかわらず、東北地域では農業労働力と家畜の頭数の不足は深刻

な問題になっていたため、その成果には限界があった。この状況を前にして、共産党は農

業労働生産性の向上を目指して、在来農具の改良に本格的に取り組むことになった。おり
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しも中国政府は1950年から「向ソ一辺倒」政策を採り、ソ連のもとに農業技術の改良運動

を展開していた。そうした動きの中で深耕・密植農法がソ連式の先進農業技術として中国

農村部に導入されていった。そして深耕・密植農法は、双輪双铧犂を代表とする新農具の

利用を不可避としていたから、新農法の導入は新農具普及運動と一体になって進められる

ことになった。 

1953年になると、ソ連から導入した新農具は黒龍江省のモデル農村や農事試験場での実

験を踏まえて中国の農具工場で複製され、東北の農村部での利用が本格化した。新農具の

生産については、1956年までに統一生産計画の作成、設計図の統一、部品の統一標定、原

材料の統一調達という一連の供給体制が整えられた。そして1956年からは、東北をはじめ、

中国各地の農村部で大規模に新農具の普及が推し進められた。 

吉林省では1950年初頭からいち早く新農具の普及が開始された。吉林省政府は省内の各

地に農業技術普及センタ―を設置するとともに、低利での営農資金の提供といった優遇策

を実施した。しかし、新農具の導入は、実際には、全国的にはもちろんのこと、強力な普

及助成策がとられた吉林省においても、農業生産の拡大という点で大きな成果を上げるこ

とができなかった。新農具普及の拡大がはかられた1952－1956年の東北地域における１ha

当たりの穀物生産高は、1956年を例外として、1952年の水準を下回った（表3.1、51頁）。す

なわち、中央政府が特に1953年以降に強力に推し進めた新農具の普及は、農具の使用範囲

を拡大するという点で表面的には大きな成果を上げていたものの、結局、農業生産の拡大

には繋がらず、資源の浪費を招いていたのである（第三章）。 

以上に述べてきた検討結果のうち、特に新農具に関わる実証と評価は、本論文が初めて

明らかにしたものである。 

 

２．第二の課題は 1910 年代以来の東北地域における稲作技術の進展とその歴史的背景を

明らかにすることであった。 

東北における稲作技術の進展を確認すると、1910 年代以降、大量の朝鮮人農民が朝鮮に

隣接する中国東北地域に移住した。彼らは稲作技術を身につけ、米作の高収益性を享受し

ながら水田開発に従事していた。そして中国側の地方政府も水田収益の拡大を狙って、水

田開発を促進した。朝鮮人農民が移住し水田を開発するにともなって、水稲の優良品種（一

部は日本の優良品種）が中国東北地域に急速に普及した。朝鮮人農民が行った稲作の特徴

は、ほとんど施肥を行わず、廉価で簡易な農具を手作業で用いる粗放な稲作方法であった。

そして、それにもかかわらず、1920 年代半ばまで朝鮮人移民の人口の増大とともに、東北

地域の水稲生産は急速に進展していた。しかし、こうした水田の拡大は、1920 年代後半に

なると行き詰まった。中国東北地方政府と朝鮮総督府の関係は、「三矢協定」の調印（1925

年）によって、一時的に小康状態を迎えたが、1927 年になると再び商租権をめぐる対立が

深刻化し、外交的対立が深まるにつれ、中国東北地方政府は水田開発の主力であった朝鮮

人農民の入植あるいは水田耕作への従事に対して厳格な制限措置をとるようになった。こ
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の結果、1920 年代の後半になると、中国東北地域の水田開発は伸び悩んだ。 

中国東北地域では 1931 年に勃発した「満洲事変」によって東北地方政権が崩壊し、同政

権が行っていた水田開発、特に朝鮮人に関する制限政策も一掃された。1930 年代の中国東

北における水稲の収穫量も目覚しい急増を遂げた。この状況を前にして、1930 年代末期に

は東北での米の増産を追求する関東軍と日本国内の米作農家を守ろうとする農林省の間に

対立が現れた。しかし、1941 年に太平洋戦争が勃発すると、日本国内の食糧需給が逼迫し、

農林省の「満洲国」米穀に対する制限政策も必然的に破棄された。 

「満洲国」期には日本の良種水稲の改良・導入によって、中国東北の稲作地域は更に北

部に拡大されていった。そしてすでに稲作が普及していた遼寧省、吉林省、黒竜江省南部

では日本優良品種の普及も進展した。また、日本政府は化学肥料の配給増加などの面から

稲作の向上を図った。しかし、新たに開発が進んだ改良品種は耐肥性品種であった。この

ため肥料の配給が不十分な条件の下で、改良品種の普及は生産高の引き上げという点では

大きな成果をあげることが出来なかった。ただし、改良品種の問題については、以下の点

について注目しておく必要がある。すなわち「満洲国」期に開発された水稲優良品種が北

満地方を含む東北全般に残されたということである。これらの品種は共産党政権の時代に

なって推し進められた品種改良に際して、母株として貴重な役割を果たすことになった296。 

1950 年代初頭、共産党は東北地域で水田の開発を促進した。そのなかで、1910 年代から

東北の稲作を主導していた朝鮮族労働力の不足を緩和するため、「互助組」や「初級農業生

産合作社」更に「民族連合社」を組織した。また、共産党は「満洲国」期に遺留された水

稲品種を継承して、水稲品種の改良を推進する一方、化学肥料の供給不足を緩和するため

に、これまで使用されなかった畜糞や土糞などの在来肥料を稲作に普及させ、稲作に対す

る施肥の量と回数を増大させた。更に、共産党は在来稲作栽培法を改良して、点播、條播

や深耕密植農法等の労働集約的稲作技術を東北地域に普及させた（第四章）。 

こうした東北地域における戦前戦後を通した長期にわたる稲作技術の複雑な展開過程は、

本論文によって初めて通時的に整理された。 

 

３．第三の課題は畑作技術と稲作技術の発展過程の間に存在した差異を明らかにし、そ

の差異が生じた動因を解明することであった。 

第一の課題と第二の課題に関わって実証された諸事実を踏まえて、第三の課題について

は次のような事実が明らかになった。 

まず、1920 年代の東北における畑作技術と稲作技術の差異を明らかにしておこう。 

①東北における畑作は大豆を中心とする輪作法を採用し、播種、耕起、中耕、除草、収

穫などの作業があった。そのなかで、東北地域の播種方法については作物の種類により、

條播、点播及び撒播の三種類があったが、最も多く採用されたのは條播であった。また、

耕起、播種、中耕作業は在来犂に依存して、除草、収穫作業は主に手作業であった。対照

                                                        
296 金澤俊光（1981）、201 頁を参照されたい。 
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的に、東北における稲作の耕作方法は畑作と同様に、播種、耕起、中耕、除草、収穫など

の作業があったが、その播種は主に撒播が採用されていた。また、上記の作業はほとんど

全て手作業であった。 

②東北地域における畑作は施肥を不可欠としていた。具体的には、施肥は大豆が持って

いる空中窒素の固定機能を利用して地力の低下を防ぎ、土糞をはじめとする在来肥料の施

肥によって農作物に養分を供給していた。対照的に、東北地域における稲作の施肥は南満

地方の一部の地域を除く、ほとんど無肥料栽培であった。 

③東北地域では耕起、播種、中耕に使用された在来犂が農具の中心となっていたが、そ

れ以外にも多種多様な農具が使用されていた。対照的に、東北地域における稲作農具は畑

作農具に比べて、使用される農具の種類は少なく、朝鮮人農民は主に鍬のような農具を使

って、耕起作業を行っていた。また、朝鮮人農民は在来犂のような畜力農具を使用する場

合には、中国人農民から借用することが多かった。 

④家畜の面から見てみると、一般に東北では家畜の頭数が不足していた。しかし、その

中でも、中国人農家と朝鮮人農家の間では、家畜の保有数に違いがあった。中国人農家一

戸当たりの家畜数は馬或いは騾が約 1 頭であり、そのほかに牛が約 0.5 頭であった。すなわ

ち、中国人農家は合計して、家畜が約 1.5 頭を有した。対照的に、朝鮮人農民はほとんど家

畜を有していなかった。もともと水稲栽培の主要な担い手であった朝鮮人農民は、家畜を

利用するという点では、不利な条件を抱えていた。 

総じて、1920 年代の東北における畑作技術と稲作技術の差異を生じた動因については、

朝鮮人移民の生活状況について考えることが重要である。すなわち朝鮮人移民は一般に関

内移民以上に貧しく、また、彼らの流動性に規定を受けて、肥料や家畜をあまり使うこと

なく、少数の簡易農具を手作業で稲作に従事していた。そしてこのことは稲作の生産性を

向上させる上では制約となり、また稲作が畑作と異なるものとしていく上での規定条件に

もなっていたのである。 

「満洲国」以降の東北地域における稲作と畑作の間に存在していた最大の差異は、化学

肥料の使用と優良品種の普及ということであった。「満洲国」期において、農事試験場は日

本人開拓団と朝鮮人移民を「満洲国」に定住させるため、水稲優良品種の導入と開発を重

点に行っていた。このため、東北地域では水稲優良品種の開発と普及が進展していた。ま

た、「陸羽 132 号」をはじめとする日本の水稲品種を栽培する際には、大量の肥料を施すこ

とが必須となるため、「満洲国」政府は稲作に化学肥料を集中的に配給した。このように、

「満洲国」期においては、優良品種と化学肥料の普及率は、稲作が畑作に先行して進んで

いた。1950 年代になると、共産党は「満洲国」農事試験場の資料･施設を接収し、「満洲国」

期の稲作経験や技術を継承した。このため、共産党は「満洲国」政府と同様に優良品種の

開発や化学肥料の配給を稲作に集中的に力を入れた。このように、1950 年代初頭において

も稲作における優良品種と化学肥料の普及率は、畑作より先んじていた。 

こうした 1910 年以降の東北地域における畑作技術と稲作技術の発展過程に存在した差異
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とそれをもたらした動因について整理したことは、本論文がもたらした一つの新たな成果

である。 

４．第四の課題は 1940－1950 年代の東北地域における農具改良運動に焦点を当て、1940

－1945 年に「満洲国」政府が主導した「北海道農法」の導入及び 1949－1958 年に共産党が

主導したソ連式の新農具普及運動が失敗した原因を明らかにすることであった。 

第二章と第三章に検討したように、「満洲国」政府並びに共産党は農業労働生産性の向上

を目指して、在来農具の改良に取り組んだ。「満洲国」政府は北海道式農具を、共産党はソ

連式農具を導入し、この二種類の農具の間には大きな差異があった。しかし、ここで強調

しておきたいことは、次の点である。すなわち「満洲国」政府並びに共産党が農具の改良

を行った出発点は、東北の在来犂を代わって、効率がより高い畜力農具の採用することに

より農業の労働生産性を向上させることにあったということである。今井良一（2013）に

よって、「北海道農法」の導入が失敗した原因をまとめれば、それは「①満洲現地農事試験

場、研究所が、開拓団との結びつきを欠き、北海道農法が満洲現地の同のような耕地に適

合するかどうかの研究が進んでいなかったこと。②普及指導員が質･量ともに確保されてい

なかったこと。③北海道農具が不足していたこと、また粗製濫造の農具が多く,修理にも時

間を要したこと、④開拓農家の経済力が脆弱で、北海道農具を購入するのに極めて困難な

こと、⑤役畜の不足或いは家畜の操作・飼養に不慣れたであったこと」という5点にあった
297。また、新農具普及運動が失敗した原因については、本論の中で指摘してきた。それら

は、ここで今井良一（2013）によってまとめられている失敗の要因とほとんど同じであっ

たといってよい。むろん、二つの農具改良運動が失敗した最大の理由については、北海道

農具やソ連式農具が東北地域の地形・土質・排水・農法等の営農状況に適合しないことに

あったと結論づけることも可能であろう。しかし、さらに問題を深く考察しようとするな

らば、本論文が追求してきたように、「満洲国」並びに共産党がなぜそのような政策を追求

したかということを検討することが重要である。「満洲国」と共産党政権という二つの政権

が導入しようとした方法には違いがあったが、彼らが持っていた東北農業に対する認識に

は共通なものがあった。そして、そこに認識されていた東北農業の問題点は、我々が今後

に向けて解決をはかっていかなければいけない問題でもある。本論文では、こうした観点

から、あえて「満洲国」期と共産党政権期における農業政策を比較検討してきたが、こう

した検証の視点は、これまでの研究には見られなかったものだと考えている。 

ところで本論文が提起した歴史分析を今日の中国に対する分析と対比させて東北農業の

到達点を総括するために、1950年以降の東北農業の発展を概観する必要がある。終表1に表

れているように、1959年から東北農業は深刻な不況に落ちいり、穀物生産高と土地生産性

は停滞した。しかし、1970年になると、しだいに土地生産性の向上に伴い、穀物の生産高

は急激に増大した。1970年代初頭まで東北農業が抱え込んでしまった困難はどのような過

程を経てもたらされてきたのであろうか。その過程において、1970年代以降、いかなる方

                                                        
297 今井良一（2013）、242 頁。 



 

 124 

法によって打開されてきたのであろうか。そして1970年代末期以降、東北農業の復興は改

革開放前後の東北経済、更に中国経済にどのような役割と影響を与えてきたのであろうか。

これらの問題は本論文の分析を通じて浮かんできた新たな検討課題である。 

 

終表1 1958－1998年の東北地域における穀物作物の生産高、作付面積 

年代 ① 穀物生産高（万トン） ②穀物作付面積(千ha) ①/②（kg） 

1958 2,106.84  100 14,643.1  100 1438.79 100 

1959 1,967.80  93 13,578.6  93 1449.19 101 

1960 1,288.70  61 13,535.6  92 952.08 66 

1961 1,277.55  61 13,335.1  91 958.04 67 

1962 1,479.80  70 13,651.9  93 1083.95 75 

1963 1,766.90  84 13,953.3  95 1266.30 88 

1964 1,759.90  84 14,160.6  97 1242.81 86 

1965 2,078.80  99 14,413.3  98 1442.28 100 

1966 2,291.90  109 14,438.3  99 1587.38 110 

1967 2,565.14  122 14,468.7  99 1772.89 123 

1968 2,407.75  114 14,435.1  99 1667.98 116 

1969 1,896.10  90 14,640.6  100 1295.10 90 

1970 2,806.10  133 14,762.1  101 1900.88 132 

1971 2,707.55  129 14,674.5  100 1845.07 128 

1972 2,127.00  101 14,392.0  98 1477.90 103 

1973 2,755.00  131 14,222.3  97 1937.10 135 

1974 3,185.05  151 14,355.8  98 2218.65 154 

1975 3,434.40  163 14,267.2  97 2407.20 167 

1976 2,965.10  141 14,076.2  96 2106.46 146 

1977 2,902.65  138 13,992.6  96 2074.42 144 

1978 3,509.40  167 14,064.4  96 2495.24 173 

1979 3,559.74  169 14,310.4  98 2487.52 173 

1980 3,543.60  168 14,063.4  96 2519.73 175 

1981 3,332.51  158 13,930.6  95 2392.22 166 

1982 3,301.84  157 13,790.1  94 2394.36 166 

1983 4,512.18  214 13,993.6  96 3224.46 224 

1984 4,817.76  229 13,955.7  95 3452.18 240 

1985 3,606.26  171 13,389.0  91 2693.45 187 

1986 4,396.21  209 13,830.4  94 3178.66 221 
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1987 4,689.61  223 14,028.5  96 3342.92 232 

1988 4,768.45  226 13,409.8  92 3555.94 247 

1989 4,038.39  192 13,776.4  94 2931.38 204 

1990 5,853.72  278 14,067.5  96 4161.17 289 

1991 5,595.57  266 14,058.9  96 3980.09 277 

1992 5,775.00  274 13,936.4  95 4143.82 288 

1993 5,987.70  284 14,133.9  97 4236.41 294 

1994 5,931.50  282 14,094.1  96 4208.50 293 

1995 6,008.40  285 14,107.8  96 4258.92 296 

1996 7,033.20  334 14,493.6  99 4852.62 337 

1997 6,226.30  296 14,624.2  100 4257.53 296 

1998 7,343.40  349 14,689.4  100 4999.12 347 

出所：中国国家統計局国民経済総合統計司編、『新中国五十年統計資料彙編』、日本統計協

会訳、2003 年、CD―ROM 版より作成。 
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