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序章
◇本論文の課題

中国東北における稲作農業の展開過程を「〈リカードの罠〉的な食
料問題」と「新しい食料問題」の枠組で明らかにすること。

◇速水佑次郎の農業問題段階説

・速水（1986） 「食料問題」，「農業調整問題」

・速水・神門（2002）「食料問題」，「貧困問題」，「農業調整問題」

・池上（2009）：中国に2段階説を適用

・池上（2007）：2000年代初頭における中国の農業問題は「農業調
整問題」

◇単純な農業調整問題の場合，「農業から非農業への資源移転」と
りわけ「労働がすみやかに農業から離れ，他の産業部門へ移動して
ゆく」ことが問題であり，食料自給率の維持は問題とされない 。

人口大国の中国：莫大な量の主食用穀物を国際市場から調達する
ことは，容易ではなく，食料安全保障の面から考えて，主食用穀物
の自給は重要な課題。
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序章
◇「〈リカードの罠〉的な食料問題」

・速水（1986） の食料問題：

途上国の「工業化の初期段階において，人口および所得の上昇に
つれて増大する食料需要に生産が追いつかず，食料価格が上昇し，
それが賃金の上昇を通じて工業化・経済発展そのものを制約する」
←価格メカニズムが働く経済が前提。

・石川滋（1984）：価格メカニズムが働いていない統制経済の場合も,
価格メカニズムが働く経済と同様に,食料不足が工業化・経済発展を
制約する。

○食料不足が発生→（政府）近代部門から農業部門へ資源移転→
農業への投資の増加による農業増産をはかる→近代部門の投資削
減→工業化停滞。

⇒本論文の用語は「〈リカードの罠〉的な食料問題」

◇「新しい食料問題」：農業調整問題段階における食糧増産問題

・ 中国における「新しい食料問題」 は，2004年頃発生し，2008年頃
危機感を増し，2011年頃に本格化。
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序章
◇「〈リカードの罠〉的な食料問題」段階

・単収の引上げと作付面積の拡大による生産量の増加が必要

・その際，重要なのが有形的技術（近代的投入）と無形的技術（育
苗法，栽培法など）を含む農業技術（渡辺兵力1976）の進歩である。

◇「新しい食料問題」段階

・単純な農業調整問題の発生要因：食料需要の制約と農業の比較
優位の低下。人口小国においてこの両要因が相反する。

○人口小国：農業の比較優位の低下を解決するための技術進歩→
供給の増加→需要の制約に当面→農業調整問題が深刻化

・中国の農業調整問題：農業の比較優位の低下による。

○供給の増加は問題とならない。米，小麦，トウモロコシなどの主食
用穀物も飼料として使用されており,供給の増加は望ましい。

1人あたり食料消費は減少傾向にあるが，一方で高齢化が進みつつ
あり，「一人子政策」の部分的改革も行われている。
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序章
◇「新しい食料問題」段階（続き）

・中国の「新しい食料問題」：農業生産性を向上させ，農業・非農業
間格差を改善させつつ，主食用穀物の作付面積を維持・拡大させ
ながら，主食用穀物の生産量を増産させることが必要。

・若年層の農業外への就業，高齢化⇒農業生産の担い手の確保

⇒担い手たる農業経営体が非農業部門に匹敵する所得を得られ
るかどうかが重要な問題。

←補助金？農業生産性の向上？
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序章
◇「新しい食料問題」段階（続き）

・農業生産性の向上：農業技術の進歩と経営規模の拡大が条件。

・今日における主食用穀物にかかわる農業技術は，すでに限界に
近づいており，農業技術における画期的な進歩は容易ではない。

⇒農業部門の労働者を減少させながら，大規模化農業を実現する
ことにより労働生産性を高めることが求められる。

⇒高齢化社会を迎えつつある中国では，高齢化した農民の離農と
大規模経営の担い手の育成が問題解決のためのカギ。

⇒「新しい食料問題」段階においては，農業技術の進歩も必要だ
が，経営規模の拡大と担い手たる農業経営体の確保がより重要。
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序章
◇本論文の分析対象

・稲作（主食用作物として最も重要である）

・東北地域（ジャポニカ米の主産地）

〇近年主食用として重要度を高めているのがジャポニカ米

〇人口に比べ土地資源が豊富。

東北において，大規模農業の担い手たる経営体が工業に匹敵す
る所得を得られるかどうかが中国のその他の地域において大規模化
農業が進展するかどうかを判断する1つの参考基準。
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序章
◇東北稲作の概要

・作付面積（図序-3）：

○60-70年代は遼寧省が１位，1960年代半ば以降拡大。

○90年代以降は黒竜江省が１位，80年代前半から拡大。

・単収（図序-4），（表序-4 ）：

○変動しながらも上昇，より安定的になる

○1990年代末以降は大きな上昇はみられない

○近年平均7t/ha（籾ベース），5.25t/ha（玄米ベース，換算率75％）

←日本，韓国に劣らない水準
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出所：『遼寧統計年鑑』各年版，『遼寧省志農業志』，『中国農業全書吉林巻』，『吉林統計年鑑』
各年版，『黒竜江省志農業志』，『黒竜江統計年鑑』各年版による。
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図序-3 東北3省における稲作作付面積（万ha）
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出所：『遼寧統計年鑑』各年版，『遼寧省志農業志』，『中国農業全書吉林巻』，『吉林統計年鑑』
各年版，『黒竜江省志農業志』，『黒竜江統計年鑑』各年版による。
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遼寧省 吉林省 黒竜江省

49-58 0.182 0.182 0.207
59-68 0.312 0.220 0.322
69-78 0.212 0.267 0.279
79-88 0.098 0.159 0.163
89-98 0.148 0.138 0.136
99-2008 0.045 0.134 0.066
03-2012 0.050 0.111 0.068

表序-4　単収の変動係数

出所：図序-3と同じ。



序章
◇対象地域の選定

・本論文はミクロ・セミミクロレベルから東北稲作の展開過程を明らか
にする。

・「外延的拡大（作付面積）」対象地域：遼寧省盤錦，黒竜江省

理由：遼寧省盤錦は「南大荒」（アルカリ性土壌地帯）

黒竜江省は「北大荒」（寒冷気候，沼地，アルカリ性土壌）

・「内包的深化（単収）」対象地域：吉林省延辺

理由：

①1950-60年代に，「南陳北崔」と言われた崔竹松稲作技術の発
祥地，中国の北方稲作における先進的地域。

②冷害に遭う頻度が高い

③今日では吉林省内でも単収の低い，農業の担い手が脆弱化
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論文の構成

歴史的基盤

1970年代末以降

現状

華北稲作 補論  「小站米」銘柄の形成と日本の華北占領

第5章

1970年代末以降の吉林省
延辺における稲作

第4章

黒竜江省稲作の拡大要因と
1980年代以降の展開

第6章

中国東北における稲作の現状

終章
まとめと今後の課題

序章
問題関心と課題の設定

第1章

近代東北アジアにおける寒冷地稲作と優良品種の普及

内包的深化 外延的拡大

展
開
過
程

第2章

吉林省延辺における稲作の
展開―1949～1970年代末―

第3章

遼寧省盤錦における
稲作の展開1970年代末まで
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第1章
◇課題

寒冷地版「緑の革命」の歴史像を明らかにする。

◇「緑の革命」とは？

高収量品種（IRRI育成の耐肥性品種，IR8など）の普及？品種・肥料・
水利のセット？「高収量品種の開発・普及を推進力とする，世界の低
開発地域における食糧増産および農業発展の新しい動向」？

◇「種子・肥料の革命（Seed-Fertilizer Revolution）」（ジョンストン）

背景：「耐肥性品種の広範囲にわたる普及」と「肥料供給能力の急
増」

◇「もう一つの緑の革命」

・戦前台湾における品種改良（東畑精一（1973），西尾敏彦（2003））

・「帝国日本の＜緑の革命＞」（藤原辰史（2012））

◇「緑の革命」と「帝国日本の＜緑の革命＞」の共通点

「耐肥性品種の広範囲にわたる普及」と「肥料供給能力の急増」
14



第1章
◇範囲

・「緑の革命」：南アジア，東南アジア

・東畑・西尾の「もう一つの緑の革命」 ：台湾

・「帝国日本の＜緑の革命＞」：台湾＋東北アジア（日本，朝鮮,中国
東北）

◇品種

・台湾：台湾特有の品種（蓬莱稲など）

・「緑の革命」：台湾の品種は利用されたが，純日本種は利用されて
いない

・東北アジア：純日本種

⇒純日本種は温帯で，朝鮮や中国東北への横の広がりと，「北進」
は可能であっても，「南進」には限界があった。

⇒台湾と東北アジアを区別する必要がある。

◇東北アジア：寒冷地版「緑の革命」
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第1章
◇寒冷地版「緑の革命」

東北アジアにおける寒冷地稲作が量的に定着・拡大し，さらに，そこ
に耐肥性品種が普及したこと。

◇概要

・寒冷地稲作の定着・拡大の重要要因：耐寒性・早生品種

・耐肥性品種と窒素肥料は相互に要求する循環関係

・戦前の日本，朝鮮，中国東北における稲品種の普及過程には違
いが見られた（理由：社会経済条件の違いや日本帝国圏内の食糧
政策の影響，戦争の影響） 。

・全体として共通すること：耐肥性品種と窒素肥料が密接な関連性を
持っていること，この時期の東北アジアに普及した品種は，先に品種
改良が行われていた日本で生まれた耐肥性品種であったこと。

・中国東北にも耐肥性品種が普及することとなり，新中国期の東北
稲作の基盤となった。
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第2章-第5章
◇ 「〈リカードの罠〉的な食料問題」段階

・単収（第2章，第5章）

・作付面積（第3章，第4章）

◇第3・4章の課題

遼寧省盤錦および黒竜江省を事例に作付面積の拡大過程を明らか
にする。

◇第2・5章の課題

吉林省延辺を事例に，稲作単収の展開過程を考察する。
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第3・4章
◇第3章概要

・盤錦稲作の拡大は農墾部・遼寧省の指導下で，国営農場によって
実現。

・品種：「満州国」期から耐塩性，耐アルカリ性品種が使われていた。

・1960年代半ば以降，盤錦稲作が拡大した1つの要因：1958年に日本
から派遣された日本稲作技術団。この稲作技術団の派遣は，湯河元
威（戦前期最後の農商事務次官）の協力の下で実現。日本稲作技術
団は，アルカリ性土地においても稲作が可能であることを実証し，稲
作拡大のためには，灌漑設備が必要であることを指摘。

・アルカリ性地帯である盤錦において稲作を行う際には，大量の河川
水により洗塩作業を行う必要←動力揚水機が不可欠←電力供給。電
力は，1960年代半ば頃から供給可能になった。

○電源：阜新発電所が，新中国期に入って重点的に再建され，1960年
代以降に電力供給能力が回復された。

○送電網：「満州国」期に構築された電力網を基盤に，農村への送電
網が拡充された（ 1950年代後半～1960年代半ば）。 18



遼寧省 盤錦市 盤山県 大洼県 遼寧省 盤錦市 盤山県 大洼県

1949 6.46 0.83 0.06 0.78 1970 37.86 5.98 1.99 3.43
1950 7.69 1.23 0.06 - 1971 36.02 5.93 1.95 -
1951 7.85 1.16 0.06 - 1972 36.21 5.93 2.10 -
1952 8.00 1.08 0.08 1.00 1973 34.34 6.04 2.17 -
1953 7.83 1.00 0.11 - 1974 34.51 6.33 2.26 -
1954 8.98 1.11 0.12 - 1975 34.51 6.59 2.19 3.50
1955 12.10 1.39 0.21 - 1976 37.69 6.61 2.20 -
1956 29.59 2.97 0.51 - 1977 36.81 6.68 2.32 -
1957 23.99 2.27 0.45 1.68 1978 37.64 6.64 2.35 -
1958 34.25 1.57 0.42 - 1979 37.44 6.73 2.32 -
1959 21.50 0.89 0.39 - 1980 38.57 6.70 2.34 3.61
1960 26.87 2.34 0.87 - 1981 39.73 6.87 2.36 -
1961 15.97 1.34 0.15 - 1982 40.56 6.48 2.06 -
1962 14.24 1.49 0.17 1.10 1983 40.32 6.38 1.99 -
1963 13.86 1.43 0.16 - 1984 43.22 6.56 2.13 -
1964 17.24 2.23 0.38 - 1985 48.02 6.66 2.23 3.60
1965 23.30 3.10 0.59 2.09 1986 51.01 6.73 2.33 -
1966 24.38 3.07 0.57 - 1987 54.84 7.45 2.30 -
1967 26.47 3.37 0.69 - 1988 55.37 7.58 2.33 -
1968 29.60 3.70 0.83 - 1989 55.34 7.61 2.39 -
1969 37.20 5.62 1.54 - 1990 54.33 7.68 2.45 4.40

　　県地方志編纂委員会（1996），盤錦市大窪県地方志編纂委員会（1998）により作成した。

表3-3　　遼寧省及び盤錦市における稲作作付面積の変遷

単位：万ha

出所：遼寧省地方志編纂委員会弁公室（2003），盤錦市人民政府地方志弁公室（1998b），盤山
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第3・4章
◇第4章概要

・1970年代まで黒竜江省稲作が拡大できなかった理由は，立枯病。
1980年前後，育苗土のph値調整技術を含む日本稲作技術が3つの
ルートから黒竜江省に導入され，立枯病は解決。

・3つのルートからの技術とは，日中農交によるビニールハウス・箱育
苗・機械田植技術，藤原長作および原正市による旱育苗（畑育苗）技
術。このうち最もはやく導入されたのはビニールハウス・箱育苗・機械
田植技術（1979年）。

・品種：黒竜江省内の農業研究機関が，戦前から残された「遺産」を
基盤に品種育成を行った。そこで生まれた品種や，日本，吉林省など
から新たに導入した品種を基にさらに試験研究を行い，新たな品種を
育成。品種は徐々に進化。

・投げ植え技術や化学除草技術などの技術も，黒竜江省における稲
作の拡大に積極的な役割を果たした。
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図4-1 黒竜江省における稲作作付面積 （万ha）

合計

一般

農村

国有

農場

出所：『黒竜江統計年鑑』，『黒竜江墾区統計年鑑』各年版。
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第3・4章
◇第4章概要

・ ph値調整技術の導入により，稲作農業技術面におけるネックが解
消された後，

○一般農村では1980年代初頭から積極的にこうした技術を学習し，稲
作の拡大を実現した。その際，1980年代初頭における農業政策の変
化も重要な役割を果たした。

○国有農場では1990年代半ば以降，農場の主導で，外地からの稲作
経験者とその技術指導を取り入れながら稲作を拡大した。その際，国
有農場における特殊な土地制度もプラスに働いた。

◇土壌改良技術の進歩：有形的技術から無形的技術へ

遼寧省盤錦の事例（1960年代）：有形的技術（動力揚水機，電力な
ど）

黒竜江省の事例（1980年代）：無形的技術（ ph値調整技術）
22



第2・5章
◇概要

・1950年代から1970年代にかけての主力品種は日本品種。

○新中国期における稲作は戦前の品種を基盤に展開。

○1980年代以前の時期から，戦後日本で育成された品種が導入さ
れていた。

・化学肥料の不足する1960年代以前においては，日本品種のメリット
を十分に発揮させるため，老人や子供の労働参加，労働の集約的投
入，肥料の多投，除草回数の増加などの労働集約的農法の実施や，
希少な化学肥料の合理的な施肥法の習得などの努力の積み重ねが
あった。

・崔竹松の稲作技術：品種（元子2号）・油紙保温育苗・密植

○いずれも朝鮮民主主義人民共和国から学習した技術。この技術
は，1960年代半ばまで単収を上げるうえで重要だった。

23



出所：『延辺統計年鑑』各年版，『竜井統計年鑑』，『竜井県志』。 24
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図1 延辺および竜井県における単収の推移（t/ha）

延辺 竜井県 延辺5ヵ年移動平均



減数分裂期型 開花期型 減数分裂期型 開花期型

1950 1976 ○ ○

1951 1977 ○

1952 1978
1953 1979 ○

1954 ○ ○ 1980 ○ ○ ○

1955 1981 ○ ○

1956 ○ 1982
1957 ○ ○ 1983 ○

1958 ○ 1984 ○

1959 ○ 1985
1960 1986 ○

1961 1987
1962 1988 ○

1963 1989
1964 ○ 1990
1965 1991
1966 ○ ○ 1992
1967 1993 ○

1968 ○ 1994
1969 ○ 1995
1970 ○ 1996
1971 ○ ○ ○ 1997
1972 ○ ○ 1998 ○

1973 1999
1974 ○ 2000
1975

年次 遅延型
障害型冷害

表2-14　竜井県における冷害状況表

出所：温克剛（2008：345-361）により作成した。

年次 遅延型
障害型冷害
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第2・5章
・肥料は増産のために不可欠であるが，施肥法によっては，単収の
減少につながる。

○1960年代半ば以降，窒素肥料の施肥量が増える一方で，燐酸肥料
の施肥量はあまり増えず，それに前期施肥に重点をおく施肥法で
あったため，遅延型冷害に遭う頻度が高まり，結局，単収の増加には
結びつかなかった。1960年代には農業技術面で制約があった。

注1：冷害とは「夏期冷温少照のために農作物の生育が害され，収
量を損なう害」をいい，遅延型，障害型，混合型（遅延型と障害型両
方）に分類される。遅延型冷害は，主に登熟歩合が低くて生産量が
減る場合をいい，障害型冷害は，生殖成長期間（減数分裂期と開花
期）に低温冷害を受け，花粉の発育が不十分（減数分裂期），または
開花障害により受精がうまくできず（開花期），秕がたくさん出ることに
より生産量が減少する場合をいう 。

注2：低温年において，地温による土壌内の燐溶解度は低く，稲は
土壌内の燐成分を吸収しにくい。燐酸肥料を施すことで，化学肥料
から燐成分が吸収され，稲体内の物質代謝が速まる。

26



第2・5章

・1970年代に入り，燐酸肥料の使用量の増加とともに1960年代とは
異なる数多くの有形的・無形的技術（品種，水利設備，後期追肥も
重視する施肥法，簡易ビニール畑育苗など）が登場し，無形的技術
は同時期に形成された農業技術普及体制と相まって普及した。1979
年以降，日本から中国東北にビニールハウス・箱育苗・機械田植か
らなるパッケージ技術が移転された。この技術を国情に適合する形
で改良したことにより，現在につながる寒冷地稲作技術の基礎がで
きあがった。この日本稲作技術の導入によりそれまでこの地の稲作
における障壁であった遅延型冷害は克服された。他方でこの時期，
買付価格の引上げや生産責任制の導入などが行われ，新たな担い
手農家も登場し，このような要素の相乗効果により，1980年代前半に
は農業の高度成長がみられた。

27



第2・5章
・1980年代以降の単収停滞の理由の1つ：障害型冷害（表2-14）

・日本稲作技術の移転の成功により，生育期が早まり，減数分裂期
が7月中旬・下旬にずれ込んだことにより障害型冷害に遭う確率が高
まった。

・責任生産性の導入により，農民技術員による水管理のシステムが崩
れたため，冷害による被害が大きくなった。

・1990年代以降

○農業試験研究機関による前歴深水灌漑技術の習得，および1980
年代以降に形成された農業技術普及組織を通じた末端への定着

○障害型冷害に強い品種の普及

○複数の品種の組合せ

⇒障害型冷害の防止策は標準化。2003年以降障害型冷害に遭って
いない。2003年以降単収（籾ベース）：竜井（7t/ha），延辺（6t/ha），
（図1）

・最近の数年間における単収の低下：大規模化経営が進み，農作業
が粗放化したため。 28



小括
◇稲作技術の現状

・中国東北で冷害に遭う頻度が最も高い延辺において，冷害の防止
策は標準化されている。

・第3・4章の検討で明らかになったように，土壌改良技術の進歩もみ
られ， ph値調整技術が東北に定着している。

・（図序-4），（表序-4 ）でみるように，単収は変動しながらも上昇し，
日本や韓国に劣らない水準に達している。また， 1990年代末以降は
大きな上昇はみられないが，全体としてより安定的になった。

・（図1），竜井単収（7t/ha），延辺単収（6t/ha）

⇒従来の枠組での稲作技術はすでに標準化。

今後は大規模化農業にともなう粗放化農業に適する新技術が必要。

29



第6章
◇課題

延辺を事例に「新しい食料問題」段階を議論する。

◇「高光効休耕輪作栽培技術」の登場

・従来の農業技術の枠組をこえた技術であり，太陽の光を有効に利
用するところにポイントが置かれる。単収の増加は5-10％

・粗放化農業にも適している。

⇒「新しい食料問題」段階では，経営規模の拡大と担い手たる農業
経営体の確保がより重要

◇概要

・政策的推進による新しい農業経営体「専業農場」の登場

・2010年 52 2011年 199

2012年 451 2013年 685

2014年5月 845
30



第6章
・「専業農場」：生産責任制を基礎にした条件下で大規模農業経営に
従事する農業生産経済組織

・専業農場を設立するにあたっての条件：

①法律に則って請負経営権移転に関わる契約を結び，かつ農地の
移転期間が10年以上であること（但し，移転期間が農地請負期間の
残りの期間を超えてはならない）

②水稲，野菜，経済作物の経営規模は30ha以上，畑作食糧作物の
経営面積は50ha以上であり，土地は相対的に集中していることが求
められており，延辺州内外の投資家も専業農場を設立することができ
る。

・政策的支援

○専業農場に対する優遇政策だけでなく，農地を手放した農民（土地
請負人）に対しても政策的支援

○「高光効休耕輪作栽培技術」は専業農場を中心に普及。

⇒専業農場の規模拡大を可能にする制度的，技術的条件は既に
整った 31



第6章
・経済的条件も整っている。

専業農場の場合，農業部門から非農業部門以上の収入が得られて
おり，農地を手放す側の高齢農家は農地を手放しても家計は十分に
成り立つため，高齢農家は容易に農業からリタイヤできる。

・中国では，日本や韓国のように高齢農家が農業部門に滞留し続け
るような状況にはならない。

32



終章

・中国における「〈リカードの罠〉的な食料問題」は，海外からの技術
の導入・改良および国内における技術革新，そして新技術の普及
過程を経て解決された。

・現時点の「新しい食料問題」は，2013年の状況から判断するにそ
れほど悲観的なものではないが，基本的な問題としてあり続ける。

・「〈リカードの罠〉的な食料問題」の解決：有形的技術＋無形的技
術の進歩

33



補論

◇課題

華北稲作の事例として「小站稲」 を取り上げ，その展開過程を考察
する。

◇概要

「小站稲」は品種および地理的範囲の変化を経ながら今日に至る。
それには日本占領期における朝鮮からの日系農場の進出や，湯河
元威によって推進された「日本的農政」，東畑四郎によって推進され
た農業政策が深く影響していた。

34
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