
「文化大革命」期間における
内モンゴルの牧畜業の実態の検討

　

リンチン（仁　欽）

はじめに

　中国においては、牧畜業生産の90％以上が内モンゴル、新疆、青海、チベットなどの少

数民族地域に集中し、牧畜業に従事する人口の90％はモンゴル人、チベット人、カザフ人、

キルギス人、タジク人などの少数民族である。牧畜業は各少数民族牧民の根本的、基本的

な生業であり、牧民の生活やその地域社会の発展は牧畜業の発展にかかわる。さらに、牧

畜業は農業生産の発展および国民生活の向上と密接に関連し、国家経済においても重要な

地位を占める。なかでも、内モンゴルの草原面積は7,880万ヘクタールで、全国の草原総面

積の22％を占め、中国の最も重要な牧畜業基地であり、牧畜業経済は内モンゴル自治区に

おいて極めて重要な位置を占めているといってよい 1。

　現代中国の「極左」路線の頂点となる「文化大革命」において、内モンゴルのモンゴル人

はもっとも甚大な被害をこうむった。すなわち、「文化大革命」の期間に内モンゴルで発

生したいわゆる「オラーンフー反党集団」「内モンゴル二月逆流」「新内モンゴル人民革命

党」という三大冤罪事件およびそれと関連する4,800あまりの冤罪事件での被害者の数は

683,747人（自治区総人口の5.3％）に達したが、そのうち、モンゴル人被害者の数は211,809

人で、モンゴル人人口の12％に相当する。被害者のうち27,994人は死亡し、124,719人は障

害者になった 2。この規模は中国で最大であり、中国全体のなかでも集団的に受けた被害と

してはもっとも深刻であった。さらに、内モンゴルの経済、文化、教育などの各分野、とく

にモンゴル人の伝統的な産業である牧畜業は大きな被害や影響を受けたが、その実態は究

明されていない。

　内モンゴルおける「文化大革命」に関する研究成果は少なくない。代表的なものとして、
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1 例えば、1950年代においては、内モンゴルの家畜数は中国全体の家畜総数の8.6％を占め、羊
は全国総数の15.6％を占めていた。また、牧畜業経営による収入は内モンゴルの農業総産額
の35.5％に達した［孫敬之『内蒙古自治区経済地理』科学出版社、1956年、17頁］。その後の
1990年代においても、内モンゴル自治区総人口のなかで、農業人口は1,549.60万人で、総人口
の66.6％を占めた（1997年）。そのうち、牧畜業人口は190.40万で、農業人口の12.3％を占めて
いた（同）。牧畜業は内モンゴル自治区の「温飽問題」（日常生活の衣、食、住の問題）の解決の
鍵のひとつであるだけでなく、畜産物を原料にする工業は自治区の基幹産業にもなっていた。

2 王鐸『五十春秋：我做民族工作的経歴』内蒙古人民出版社、1992年、544頁。
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楊海英、啓之、高樹華・程鉄軍、阿拉腾徳力海などの研究があげられる 3。しかし、これらの

研究は「文化大革命」期間の内モンゴルの牧畜業についてはほとんど触れていない。

　一方、内モンゴル現代史、自治区史、内モンゴル牧畜業発展史などの一部の内容におい

ては、「文化大革命」期間の内モンゴルの牧畜業について述べられているものの、通史的、

一般的な記述にとどまっている 4。要するに、「文化大革命」により、内モンゴルの牧畜業に

はどのような混乱がもたらされたのか、それまでの牧畜業に関する政策、方針などは、い

かに否定され、批判や攻撃の対象となったのか、その結果は、内モンゴルの牧畜業になに

をもたらしたのか、などの問題は従来の研究では究明されていない。これらの問題をあき

らかにするのが、本稿のねらいである。

　

1．	「文化大革命」の勃発と内モンゴルの牧畜業領域の混乱

　よく知られているように、1966年5月16日の「中国共産党中央委員会通知」（すなわち

「五一六通知」）の通達により「文化大革命」が始まった。その直後の5月21日～ 7月25日に

開かれた中共中央華北局工作会議（北京の前門飯店で開催されたことにより、「前門飯店会

議」と通称される）において、当時内モンゴルの指導者であったオラーンフーが内モンゴ

ル党委第一書記、内モンゴル政府主席、内モンゴル軍区司令官兼第一政委などの一連のポ

ストから罷免された。すなわち、「文化大革命」期の1967年1月23日付「中発（67）31号」の

「中共中央文件」―「オラーンフーの誤りに関する報告」（「関於烏蘭夫錯誤問題的報告」）

では、「オラーンフーの誤りは、反党（中国共産党）、反社会主義、反毛沢東思想の錯誤であ

り、祖国の統一への破壊、独立王国の民族主義、修正主義の錯誤であり、実質上の内モンゴ

ル自治区党組織のなかで最大の資本主義の道を歩む実権派である」と断罪された5。さらに、

1967年8月29日『内蒙古日報』社説では、オラーンフーは「反革命守勢主義分子、民族分裂

主義分子、大野心家、大陰謀家、封建王公、牧場主、地主、ブルジョアジー階級の代理人」

と批判された 6。こうして彼は「文化大革命」において打倒された自治区、省級の第一書記

のなかで第1号となったばかりでなく、彼に対する批判や糾弾も最も徹底的なものとなっ

2017年3月

－ 131 －

3 楊海英『墓標なき草原』（上、下）岩波書店、2009年；同『墓標なき草原』（続）岩波書店、2011年；
啓之『内蒙文革実録：「民族分裂」與「挖粛」運動』天行健出版社、2010年；高樹華・程鉄軍『内
蒙文革風雷：一位造反派領袖的口述史』明鏡出版社、2007年；阿拉腾徳力海『内蒙古挖粛災難
実録』私家版、年代不明。

4 内蒙古自治区畜牧業庁修志編史委員会編著『内蒙古畜牧業発展史』内蒙古人民出版社、2000年；
王鐸主編『当代内蒙古簡史』当代中国出版社、1998年；浩帆主編『内蒙古蒙古民族的社会主義
過渡』内蒙古人民出版社、1987年；郝維民主編『内蒙古自治区史』内蒙古大學出版社、1991年。

5 楊海英『モンゴル人ジェノサイドに関する基礎資料（3）：打倒オラーンフー（烏蘭夫）』風響社、
2011年、208-209頁。

6 「打倒烏蘭夫」（社論）『内蒙古日報』1967年8月29日。
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た。その後「文化大革命」ではモンゴル人が甚大な被害を受けることになるが、これはその

発端であったともいえる。

　内モンゴルにおける「文化大革命」の被害は、農業、牧畜業などの各領域に及んだ。その

なかで、牧畜業における被害は最も深刻であったといえよう。1967年10月21日、内モンゴ

ル自治区革命委員会範籌備小組（1967年4月設立、省級における革命委員会範籌備小組の

うちで最も早く設立された）が設立され、同年11月1日、内モンゴル自治区革命委員会が

発足し、1968年7月1日までに各盟、旗、県にも革命委員会が設立された。1968年9月に設

立された内モンゴル自治区革命委員会生産建設指揮部は、牧畜業庁を各業務の庁、局に入

れ替えさせたため、各級の牧畜局なども廃止された。同時に、従来の牧畜業系統の人員は、

いわゆる「闘争、批判、改造」（「闘、批、改」）に参加したことと、それまでの牧畜業に対す

る専門的指導、専門的機構、専門的隊伍、専門的会議の「四つの専門」（“四専”）制度が廃止

された。さらに、1966年冬以降、「文化大革命」が内モンゴルの末端単位まで展開されたこ

とにより、自治区、盟、市、旗、人民公社ないし生産大隊と各級の牧畜業業務技術部門は、

攻撃の標的となった。関係部門の幹部が批判され、攻撃され、迫害を受けたことにより、牧

畜業生産全体が麻痺や混乱状態に陥ったのである。

　他方では、「ブルジョアジー階級の反動的学術に反対しよう」と「知識が多いほど反動的

である」といったスローガンのもとで、牧畜業関係の大学、専門学校と牧畜業系統の科学

研究機構などの専門家、学者、教員と指導者は批判され、知識人階級は打倒する対象とな

る地主、富農、反革命分子、悪質分子、右派分子、裏切り者、スパイ、資本主義の道を歩む

実権派の後に並べられ、「臭老九」と蔑称されるようになった。その大部分の者は迫害を受

け、各研究や技術の活動は麻痺や半麻痺の状態に陥った。当時の唯一の牧畜業関係の大学

――内モンゴル農牧学院は、「授業を停止し革命をおこなう」といったスローガンのもとで、

1966～1971年の6年間においては入学生の募集はおこなわれなかった 7。

　

2．	従来の牧畜業に関する政策、方針の否定

　「文化大革命」においては、それまでの内モンゴルにおける牧畜業活動のすべては否定さ

れ、オラーンフーの指導のもとでの数多くの正しかった牧畜業に関する方針、政策などは

「修正主義」とみなされ、批判された。その内容は以下の通りである。

　（1）内モンゴルの牧畜業地域における民主改革と社会主義的改造の政策、原則が否定さ

れ、批判された。

　1947～ 1952年の間、内モンゴル自治政府と内モンゴル中国共産党工作委員会は、その管

『日本とモンゴル』第51巻第2号（134号）
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7 前掲『内蒙古畜牧業発展史』202頁
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轄地域であるフルンボイル盟、シリンゴル盟、チャハル盟の全域または大部分の地域およ

び興安盟、納文慕仁盟、ジョーオダ盟、ジリム盟の一部の牧畜業地域において、封建特権を

廃止する民主改革をおこなった。これらの牧畜業地域における民主改革に際しては、「牧場

主の家畜分配をせず、牧場主に対し階級区分をせず、階級闘争をせず、牧場主と牧畜労働

者の両方の利益になる」（「不分不闘、不劃階級、牧工牧場主両利」）政策が実施された。「牧

場主の家畜分配をせず、牧場主に対し階級区分をせず、階級闘争をせず」政策とは、農業地

域における土地改革の地主に対する闘争のように牧畜場主に対する闘争をせず、牧場主の

家畜分配をせず、労働牧民大衆の中で公開的な階級区分を行なわないことを指す。「牧場主

と牧畜労働者の両方の利益になる」政策は、牧場主の牧民に対する過酷な経済的搾取を廃

止し、旧「スルク」制度を新「スルク」制度に改造し、牧畜業労働者の賃金を増加させるこ

とを指した。

　これらの政策は、内モンゴルの牧畜業経済の発展の歴史と特徴に関する分析が行なわれ

たうえで確定されたものであり、内モンゴルの牧畜業地域の実際状況と牧畜業経済の発展

の流れに適応したものであった。これらの政策は、内モンゴル牧畜業地域における民主改

革の実現のみならず、そのほかの少数民族地域における社会改革にも重要な役割を果たし

たことにより、中央からも高評価が与えられた。のちの内モンゴルの牧畜業における社会

主義的改造においても、この「三不両利」政策は引き続き実施された。さらに、中央人民政

府国務院は、「三不両利」政策を各少数民族地域へ伝達し、推進したのである 8。

　1953から1958年の間に内モンゴルの牧畜業において進められた社会主義的改造では、

「穏、寛、長」という原則が制定された。「穏」とは、政策がおだやかという意味である。す

なわち、牧畜業生産の発展にもとづき社会主義的改造をおこなうこと。「寛」とは、社会主

義的改造の方法はゆるやかにということである。すなわち、個人牧民と牧場主に対する改

造方法はゆるやかに、自主性の原則にしたがって、牧畜業生産協同組合に加入させ、強制

的にならないようにすること。「長」とは、「穏」と「寛」を実現するために、ゆっくりと時

間をかけて社会主義的改造をおこなうこと。これは、内モンゴルの牧畜業経済の特徴に適

合した政策であったのである。

　しかし、「文化大革命」においては、上記の政策、原則などは、「別の路線論」「階級闘争終

息論」「牧場主搾取有功論」などのレッテルを貼られ、批判の対象となった 9。

2017年3月
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8 Öbör Mongγol-un öbertegen jasaqu oron Sui yuan Köke naγur jerge γajar-un maljiqu oron-u mal aju 
aqui-yin tuqai ündüsün dung,	Kökeqota:	Öbör	Mongγol-un	arad-un	keblel-ün	qoriy-a,1955．

9 「内蒙古自治区革命委員会関於在阿巴嘎旗召的牧区劃階級現場情況報告」（1968年9月6日）内
蒙古党委政策研究室、内蒙古自治区農業委員会編印『内蒙古畜牧業文献資料選編』第二巻（下
冊）、呼和浩特、1987年、220頁。
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　（2）牧畜業地域における放牧地の開墾禁止、放牧地を保護する政策が否定され、放牧地

が開墾され破壊された。内モンゴルの牧畜業地域においては、長期間にわたって「開墾禁止、

放牧保護」政策を実施してきたのである。例えば、臨時憲法の役割を果たした『中国人民政

治協商会議共同綱領』（1949年9月29日）の第34条においては、「牧畜業を保護し発展させる」

方針が明文化された 10。

　また、1950年代においては、綏遠省人民政府からも数多くの放牧地を保護し、放牧地開

墾を禁止するための指示・命令が出された。実例をあげれば、1951年12月5日に公布され

た『綏遠省蒙旗土地改革実施方法』の第4条では、「土地改革は必ず牧畜業の発展に配慮し

て、放牧地と家畜群を完全に保護し、放牧地の開墾を絶対に禁止する」と規定している 11。

1952年4月5日に出された『綏遠省放牧地保護に関する指示』においては、「土地を開墾し

て耕作する際には、放牧地を破壊してはならない。モンゴル人牧民は、放牧地に依拠して

生業を営んでいるので、放牧地を必ず保護する」「放牧地が区画されたあとには、耕作地と

放牧地の境界線を厳守し、放牧地を保護し、放牧地を破壊してはならない」と明記されて

いる 12。そして、1953年7月25日に出された『綏遠省人民政府放牧地保護に関する再指示』

において、放牧地保護に関して、再び次のように指示がなされた。①1953年に開墾された

放牧地は、即時に閉鎖するとともに、放牧地の破壊的な開墾をおこなった事件の責任者を

厳正に処分する；②1950年秋から1952年までにかけて開墾された放牧地は、原則として一

律に閉鎖する；③今後、放牧地を開墾する者が発見された場合、一律に法律によって処罰

する 13。

　そのほか、モンゴル人の放牧地を保護し、民族間のトラブルを慎重に処理するため、綏

遠省人民政府により「漢人がモンゴル人の放牧地を開墾する際には、必ずモンゴル人の許

可を得ないといけない」と規定された 14。さらに、放牧地開墾事件を真剣に調査し処理する

通達も綏遠省人民政府により出されていた 15。

　しかし、「文化大革命」の期間においては、「牧民はみずから穀物を生産すべき」（「牧民不

『日本とモンゴル』第51巻第2号（134号）

－ 134 －

10 『中国人民政治協商会議共同綱領』（1949年9月29日中国人民政治協商会議第一届全体会議通
過）中共中央文献研究室編『建国以来重要文献選編』中央文献出版社、1992年、9頁。

11 内蒙古党委政策研究室、内蒙古自治区農業委員会編印『内蒙古畜牧業文献資料選編』第二巻（上
冊）、呼和浩特、1987年、55頁。

12 内蒙古党委政策研究室、内蒙古自治区農業委員会編印『内蒙古畜牧業文献資料選編』第四巻、
呼和浩特、1987年、123頁。

13 同上、138頁。
14 「綏遠省人民政府為規定漢人在蒙人牧場草灘開荒手続的令」（1949年9月21日）前掲『内蒙古畜
牧業文献資料選編』第四巻、122頁。

15 「綏遠省人民政府為認真検査処理開墾牧場事件的通報」（1952年9月4日）綏遠省人民政府弁公
庁編『法令彙編』第六集、1953年2月、80-82頁。
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吃亏心糧」）のスローガンのもとでの放牧地開墾がおこなわれ、中華人民共和国建国以降第

2回目の大規模な放牧地開墾の高まりが訪れた。「文化大革命」の10年間に開墾された放牧

地の面積は5,442万畝に至り、当時の内モンゴル自治区における牧畜業地域の草原面積の

10分の1を占めた 16。

　大量の開墾により、草原が破壊された。開墾してはならない草原までが開墾され，生態

系が甚だしく破壊されたため，草原の砂地化が生じた。すなわち，「1年目に草原が開墾さ

れ，2年目に穀物が僅かに収穫され，3年目に砂地になる」（「一年開草場，二年打点粮，三

年変沙梁」），「農業が牧畜業を侵食し，砂が農業を破壊してしまう」（「農業吃掉牧業，沙

子吃掉農業」）という悪循環になってしまった 17。内モンゴルにおいて砂漠化した面積は，

1960年代の3.4億畝が1980年代には4.5億畝にまで至った。ホルチン左翼後旗を例にすれば，

砂漠化した面積は1956年の18万畝から1979年の180畝に増加した。このような砂漠化し

た土地は，いまや内モンゴルの総面積の16％を占め，自治区全体の90の旗・県のうちの66

の旗・県にまで拡大しているという 18。

　（3）牧畜業地域においては、階級区分がおこなわれた。1940年代末から1950年代にかけ

ての大きな社会変動のなかにおいても、内モンゴルの牧畜業地域では階級闘争が行われな

かった。すなわち、内モンゴルの牧畜業地域では「放牧地をモンゴル人の公有地とし、封建

特権を排除し、封建的な放牧地所有制を廃止し、自由に放牧する」などを基本策とする「民

主改革」が、国共内戦期の土地改革とほぼ同時に1947年11月から開始された。その過程に

おいて、一般の農業地域での土地改革が「地主の土地・家屋などの没収と貧農への分与」を

基本内容としたのに対し、内モンゴル牧畜業地域における「民主改革」では「家畜分配をせ

ず、階級区分をせず、階級闘争をせず、家畜主と牧畜労働者の両方の利益を図る」という具

体策がとられた。その後の内モンゴル牧畜業における社会主義的改造（1953～ 58年）にお

いては、牧場主に対しては引き続き「三不両利」政策が実施された。より具体的には、牧場

主経営に対し、主に公私共同経営牧場を組織し、一定の条件の下で牧場主の牧畜業生産協

同組合への参加を許可するといった方法が適用された 19。内モンゴルの牧畜業地域の場合、

続いて行なわれた人民公社化では、牧場主も、牧畜業互助組織や協同組合の牧民と同様に、

牧畜業人民公社あるいは規模が拡大された公私共同経営の牧場に編入された 20。

2017年3月

－ 135 －

16 敖日其楞『内蒙古民族問題研究与探究』内蒙古教育出版社、1993年、191頁。
17 閻天灵『漢族移民与近代内蒙古社会変遷研究』民族出版社、2004年、424-425頁。
18 同上、420-421頁。
19 リンチン「内モンゴルの牧畜業の社会主義的改造の再検討」『アジア経済』第49巻第12号、

2008年、10-13頁。
20 リンチン「内モンゴルの牧畜業における『三面紅旗』政策に関する一考察」『中国研究月報』第

62巻第2号、2008年、29-30頁。
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　要するに、内モンゴルの牧畜業における「民主改革」と社会主義的改造、それに続く人民

公社化という一連の社会変動においては、経営形態と所有制度の面での変化はあったが、

階級闘争や家畜分配は終始行われなかったのである。

　さらに、1960～ 63年に牧畜業地域で実施された人民公社の整頓運動（「整風整社」）の際

にも、階級教育と社会主義教育は強調されたが、牧民大衆の中で階級区分を行わないこと

が内モンゴル党委第十三次全体委員拡大会議（1961年1月25日開催）において明確にされ

た 21。そののちの「四清運動」（1963～ 1966年）の初期においても、富裕牧民を貧困牧民と

区別せず一緒に階級教育に参加させ、牧畜業地域では階級の区分を公開的に行う必要はな

いとされた 22。しかし、1965年11月以降になってから階級区分をおこなうようになった 23。

　1965年11月24日に公布、実施された「牧畜業地域の階級構成要素の区分に関する内モン

ゴル党委の規定」には、内モンゴルの牧畜業地域における階級区分の基準が次のように定

められた。①階級や階層の区分は、所有する生産手段の分量、生計に占める労働収入と搾

取収入の割合、労働生活の時間と搾取生活の時間の比較、の3つの面からおこなう；②階級

区分の期間は、その地域の「解放」当時（地域によって異なり、一般的に東部地域は1947年、

西部地域は1949年）を起点にし、連続する3年間に遡って搾取生活を送っていた者を「搾

取者」に区分する；③牧畜業地域の階級は基本的には牧場主階級と牧民階級に区分する。

牧民階級はさらに、貧困牧民、非富裕牧民、富裕牧民の3階層に分けられる 24。

　各階級区分に関する具体的な規定は次の通りである。①牧場主。大量の家畜を所有し、

搾取収入が純収入の60％以上を占め、搾取生活が3年間続いた者。②牧場主の子。「解放」

当時16歳未満だった者は、一般的に牧畜業労働者に区分される。③民族上層部、宗教上層

部。民族上層部（モンゴル人の中で影響力のあった旧貴族、旧官吏など）と宗教上層部（宗

教指導者の活仏、高僧など）は牧場主階級の政治的代表であり、本人は政治上においては

牧場主と同様の扱いを受け、家族は経済状況によって区分される。④富裕牧民。多くの家

畜を所有し、搾取収入が純収入の60％以下（60％含む）の者。⑤職業的宗教者。「解放」以降、

労働に参加せず、宗教方面の収入に依拠して生活を維持する者。⑥非富裕牧民。所有する

家畜の数が少なく、完全に自己労働に依拠し、多少の搾取を受ける者。⑦貧困牧民。少量の

家畜を所有する、あるいは所有する家畜がなく、労働の収入で生活を維持する者 25。

『日本とモンゴル』第51巻第2号（134号）

－ 136 －

21 「内蒙古党委第十三次全体委員拡大会議関於農村牧区整風整社問題討論紀要」（1961年2月9
日）前掲『内蒙古畜牧業文献資料選編』第二巻（下冊）、呼和浩特、1987年、1-3頁。

22 同上、153-156頁。
23 その具体的なプロセスについては、詳しくはリンチン「内モンゴルにおける『四清運動』をめ
ぐって」『相関社会科学』第19号、2010年、97-98頁を参照。

24 「内蒙古党委関於劃分牧区階級成份的規定」（1965年11月24日）前掲『内蒙古畜牧業文献資料
選編』第二巻（下冊）、200頁。

25 同上、200-204頁。
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　上記の基準と規定にもとづき1965年末までに30の牧畜業人民公社と牧場の牧畜業戸

7695世帯に対する階級区分が行われた。その結果、貧困牧民は4594戸（牧畜業世帯総数の

59.70％）、非富裕牧民は1775戸（同23.07％）、富裕牧民は861戸（同11.18％）、牧畜業労働

者は97戸（同1.27％）、牧場主の子は24戸（同0.31％）、職業的宗教者は81戸（同1.05％）、

牧場主は227戸（同2.94％）、民族上層部と宗教上層部は263戸（同3.41％）であった 26。これ

で階級区分が実施された牧畜業地域の牧民世帯総数の6.35％（うち、牧場主は2.94％、民族

上層と宗教上層は3.41％）が搾取階級に区分されたことになる。

　このような階級区分にもとづき、闘争の対象が定められた。対象とされたのは、「搾取階

級」（牧場主、民族上層部、宗教上層部）と「富裕牧民」であった。これにより、闘争の対象

世帯数は、階級区分が実施された牧畜業地域の牧民世帯総数の17.53％（うち、富裕牧民は

11.18％）にものぼることになったのである。

　内モンゴルの牧畜業地域における「四清運動」の中でこのように実施された階級区分は、

中国の他地域と同様に文化大革命の開始により終結した。しかし、中国共産党の極左路線

の頂点となる「文化大革命」期においては、いわゆる「改めて階級区分を行う」（「重劃階級」）

運動が進められ、「牧畜業地域における階級区分と階級構成要素の清理に関するいくつか

の規定（草案）」（1968年8月10日）では、内モンゴルの牧畜業地域の階層は、それまでの貧

困牧民、非富裕牧民、富裕牧民という3階層から牧場主、富裕牧民、上中牧民、中牧民、中

下牧民、貧困牧民の6階層に区分し直された。そのうち、搾取階級には、もともとそれに含

まれていた牧場主や民族上層部と宗教上層部の他に、新たに富裕牧民が加えられた 27。

　当該規定における各階級区分に関する具体的な条規は次の通りである。①牧場主。大量

の家畜を所有し、労働せず、搾取に依拠して生活する者。ここで、従来の「搾取収入が純収

入の60％以上を占め、搾取生活が3年間続いた者」といった条件もなくなった。②富裕牧民。

多くの家畜を所有し、労働に参加するが「スルク」などによる搾取収入が純収入の50％以

上の者。すなわち、富裕牧民として区分される基準は、搾取収入が純収入の60％以下（60％

含む）から搾取収入が純収入の50パーセント以上までに下がった。③上層中牧民。比較的

多くの家畜を所有し、生活状況は中牧以上であり、生活は自己労働に依拠し、軽い搾取を

するものの、その搾取収入が純収入の50％を超えない者。④中層牧民。一定の家畜を所有

し、生活は完全に自己労働に依拠し、搾取をすることはなく、自給自足の者。⑤下層中牧民。

所有する家畜が少なく、生活は自己労働に依拠し、しかも一定の搾取を受ける者。⑥貧困

2017年3月
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26 「内蒙古党委関於牧区社会主義教育運動中幾個政策問題的請示」（1965年11月24日）前掲『内
蒙古畜牧業文献資料選編』第二巻（下冊）、197頁。

27 「内蒙古自治区革命委員会関於在牧区劃分和清理階級成份的幾項政策規定」（1968年8月10日）
前掲『内蒙古畜牧業文献資料選編』第二巻（下冊）、213-214頁。
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牧民。所有する家畜がなし、または少量の家畜のみを所有し、主に労働力の売出あるいは「ス

ルク」を請け負って生活を維持する者 28。

　その一方で、1963年6月に開かれた全国牧畜業会においては、牧畜業における社会主義

的改造の際の「労働牧民に依拠し、団結して一切の力を集結させる」といった階級路線に

ついて、「労働牧民に依拠するとは、貧困牧民と非富裕牧民、富裕牧民を団結の対象とする

ことである」と解釈された 29。そののちの「四清運動」期間の1965年においても、「貧困牧民、

非富裕牧民に依拠し、富裕牧民と団結して一切の力を集結させる」といった階級路線が提

起された 30。すなわち、それまで提起された牧畜業地域における階級路線の中で団結の対

象とされていた富裕牧民は、団結の対象から外されて闘争の対象になった。

　こうして、政治運動において、攻撃され、被害を受ける者の範囲が広がって行ったので

ある。牧場主、富裕牧民、封建上層階級、宗教上層分子と断定されたすべての者は、批判さ

れ、闘争を受ける対象となり、各級の政権機関、人民公社、公私公営牧場など各機構におけ

る職務から外され、地域の牧民の平均的生活水準を超えたすべての財産が没収された。そ

の人数は、牧畜業地域の総人口の10％以上に達し、多いところでは、40-50％にも達した。

実例をあげれば、シリンゴル盟においては、牧場主、富裕牧民などの搾取階級に区分され

た牧民は、当該盟牧民全体戸数の15％以上にのぼり、一部の人民公社、生産大隊、生産隊

においては、40％以上にも達した 31。同様に、オラーンチャブ盟チャハル右翼中旗の場合、

搾取階級に区分された牧民は、牧民全体戸数の50％以上であった 32。

　（4）牧畜業地域における国民経済調整の政策が否定された。中国では、1958年から「総

路線」「大躍進」「人民公社」のいわゆる「三面紅旗」33政策が実施され、政治、経済、社会、

軍事、対外関係、文化、教育などの諸領域にわたって深刻な影響を与えた。とくに、経済建

設の方面では混乱と大飢饉がもたらされ、数多くの餓死者が出るという社会主義史上最大

の惨事に至った 34。

『日本とモンゴル』第51巻第2号（134号）

－ 138 －

28 同上、214-215頁。
29 「内蒙古党委関於牧区社会主義教育運動中幾個政策問題的請示」（1965年11月24日）前掲『内
蒙古畜牧業文献資料選編』第二巻（下冊）、198頁。

30 同上。 
31 前掲『内蒙古畜牧業発展史』204頁。
32 前掲『内蒙古蒙古民族的社会主義過渡』285頁。
33 簡単にいえば、「総路線」とは、「おおいに意気ごみ、つねに高い目標をめざし、多く、速く、立
派に、むだなく社会主義を建設する」をスローガンに社会主義を目指すものである。「大躍進」
とは、「総路線」のもとで工業、農業の大幅な増産計画を推進する運動を指す。「人民公社」と
は、従来の農村の協同組合が拡大され、大規模に集団化された、行政と経済組織が一体化（「政
社合一」）した組織である。

34 「大躍進」運動期における飢餓や栄養失調による非正常死亡者数については2000万人（丁抒（森
幹夫訳）『人禍　餓死者2000万人の狂気（1959～ 1962）』学陽書房、1991年、346頁）であった
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　内モンゴルの牧畜業における人民公社化においては、「平均主義」35、「共産化の風」36、「デ

タラメな指揮」37などの「一大二公」（「第一に大きいこと、第二に公的であること」）の問題

が発生したのである 38。

　1961年から1965年の間の国民経済調整期においては、上記の諸問題に対する解決措置、

方針などがとられた。例えば、「共産化の風」について、1961年7月27日に「内モンゴル自

治区牧畜業地域人民公社条例」には、家庭副業について「人民公社の牧民の家庭副業は、社

会主義的経済の必要な補充部分である。集団経済の発展を妨げない条件のもとで牧民の家

庭副業を発展させ、収入を増加させ、市場を活発させる」（第三十六条）と規定された。さ

らに自家所有家畜（“自留家畜”）については「1戸あたりに1～ 2匹の馬、1～ 2頭の牛、ラ

クダの所有家畜、10～ 20頭の羊などの所有家畜とその繁殖家畜は完全に個人所有である」

（第三十七条）と明記された 39。

　このように家庭副業の経営や自家所有家畜の飼育の許可の結果、自家所有家畜の数は、

1961年の373頭から1962年に592万頭までに増加した。さらに、1964年には926万頭にも

2017年3月
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 とも3000万人（ベッカー・ジャスパー（川勝貴美訳）『餓（ハングリー・）鬼（ゴースト）：秘密
にされた毛沢東中国の飢饉』中央公論新社、1999年、3頁）、4000万人（叢進『曲折発展的歳月』
河南人民出版社、1989年、272-273頁）であったとも言われている。いずれにせよ，その被害は，
1929～ 1933年にソ連が強行した集団化が招いた飢餓による死亡者1450万人（蘇暁康ほか『廬
山会議：中国の運命を定めた日』、毎日新聞社、1992年、485頁）を上回る。

35 内モンゴルの牧畜業人民公社の規模は、それまでの初級牧畜業生産協同組合（平均的戸数は
23戸）の83倍、互助組（平均的戸数は18戸）の106倍となり、人民公社1社の平均的戸数は1,903
戸になった。規模の拡大とともに、牧畜業人民公社を組織する際、経済条件や所有状況、生産・
経営状況の異なる初級協同組合や互助組がひとつの人民公社に編入されるようになった。そ
して、規模拡大の過程において、収益を計算する際に、それぞれの牧民について人民公社化前
の家畜所有状況（家畜の数と質の差異）や貧富の差を考慮することなく牧畜業人民公社全体
が一律のものとして扱われた。

36 内モンゴルの牧畜業人民公社においては、牧民の労働力や、生産隊・生産大隊の物資、家畜、
財産などを無償で調達する「徴発主義」がとられた。全体の3分の1の牧畜業人民公社では、
牧民の主要な生産手段であり生活手段でもある家畜の公社化の際に、本来支払われるべき代
価はないものとされた。

37 牧畜業人民公社は、農業人民公社と同様「政社合一」の体制であり、同時にいわゆる「組織の
軍事化、行動の戦闘化」が実施された。すなわち、牧畜業人民公社は軍隊の編成を模して牧民
を「班」「排」「連」「営」に組織し、指揮することになった。一切は人民公社の集団の利益のた
めに、人民公社の幹部が命令を発し、重大な事に関しても大衆との相談なく、主観的かつ強制
的に物事を決めるようになった。その結果、この点でも牧畜業地域の地域的特徴と牧畜生産
の特徴は無視され、人民公社からの「デタラメな指揮」がなされた。

38 詳しくは、リンチン「内モンゴルの牧畜業地域における人民公社化政策の分析」『言語・地域
文化研究』第16号、2010年、49-68頁を参照。

39 「内蒙古自治区牧区人民公社工作条例」（1961年7月27日）前掲『内蒙古畜牧業文献資料選編』
第二巻（下冊）、59-60頁。
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至り、2年間で56％増加した。その年間増加率も、19.9％から25.3％になった 40。

　上で取り上げた事例からわかるように、「共産化の風」の見直しの措置がとられたことに

より、牧畜業生産の発展の目印となる家畜の数が増加したのはあきらかである。しかし、

「文化大革命」期間においては、「内モンゴル自治区牧畜業地域人民公社条例」は、否定され、

修正主義のものとみなされた。

　

3．	「文化大革命」期間の内モンゴルの牧畜業生産

　上で述べてきたように、「文化大革命」によりもたらされた混乱とそれまでの牧畜業政策

や方針が否定されたことの結果、「文化大革命」期間において内モンゴルの牧畜業生産は停

滞的な状態に陥った。具体的にいえば、以下のような三回にわたる落ち込みの時期があっ

た。

　（1）内モンゴルの牧畜業生産の第一回めの落ち込み。すなわち、1961～ 1965年間の国民

経済調整期をへての経済回復後、「文化大革命」の勃発による混乱の結果、1966年の内モ

ンゴルの牧畜業生産は落ち込んだ。1966年末の内モンゴルの家畜総数は、1965年末より

298.66万頭（8.33％）減少した 41。

　その後の1970年8～ 10月、周恩来の主催で北方農業活動会議が開催され、国民調整期に

制定された「農村人民公社工作条例（修正草案）」（1961年6月15日）の規定が依然として現

段階の基本政策に適応するとされた。その精神のもとで、1971年5月中国共産党内モンゴ

ル自治区第三回代表大会が開かれ、中国共産党内モンゴル自治区第三期委員会が再開され

た。そののちに、内モンゴルの各旗、県、市にも中国共産党委員会が再生され、末端機関ま

での中国共産党組織が回復された。ゆえに、社会秩序、生産秩序と生活秩序は比較的に安

定化した。その後9月に内モンゴル自治区党委によって全自治区農村、牧畜業地域政策座

談会が開催され、「内モンゴル党委の当面の農村牧畜業地域の若干政策問題に関する規定」

が採択され、1971年10月18日に公布された。この「規定」では、「内モンゴル自治区牧畜業

地域人民公社条例」は、相当長い期間において、内モンゴルの牧畜業地域の活動や牧畜業

生産建設に適応するものである、と再び肯定されるようになった 42。

　また、同日に「牧畜業地域における階級再調査活動に関する決定」が内モンゴル党委よ

り出された。この「決定」では、引き続き階級区分がおこなわれることが決定された一方、「牧

『日本とモンゴル』第51巻第2号（134号）

－ 140 －

40 「烏蘭夫同志関於自留家畜問題的報告」（1965年6月30日）前掲『内蒙古畜牧業文献資料選編』
第二巻（下冊）、170-171頁。

41 前掲『内蒙古畜牧業発展史』206頁。
42 「内蒙古党委関於当前農村牧区若干政策問題的規定」（1971年10月18日）前掲『内蒙古畜牧業
文献資料選編』第二巻（下冊）、221-233頁。
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畜業地域における階級区分と階級構成要素の清理に関するいくつかの規定（草案）」（1968

年8月18日）に対する制限的な規定と説明がなされた。おもに牧場主と富裕牧民、富裕牧

民と上中牧の区分境界などの階級区分の基準が明確され、牧場主、富裕牧民、封建上層階級、

宗教上層部の区別に対応する政策が明文化された 43。そのため、階級区分が拡大された問

題がある程度修正された。実例をあげれば、镶黄旗における階級区分の再調査においては、

誤って搾取階級に区分された64戸、136人に対する名誉回復がおこなわれ、誤って階級階

層に区分された170戸、546人に対する階層分類の修正がおこなわれた 44。

　上記の諸措置がとられた結果、「文化大革命」期間における内モンゴル牧畜業生産の復興

がみられた。1971年末の内モンゴルの家畜総数は、1970年末より2.8％増加した 45。

　（2）内モンゴルの牧畜業生産の第二回めの落ち込み。1974年には「批林批孔」運動が推

進された。運動の矛先は周恩来に向けられ、周恩来指導のもとでの諸整理措置が「修正主

義の黒線の復帰」とみなされたころから、各領域における活動は再び混乱した状態に陥っ

た。内モンゴルの場合も、同様に「批林批孔」運動が展開され、牧畜業領域の幹部は再び批

判や攻撃の対象となった。かれらは、「復活勢力の代表」「逸民」と蔑称されるようになった。

そのため、少し復興したばかりの牧畜業は、再度落ち込んだ。すなわち、1974年における

内モンゴルの牧畜業生産目標が達成できなかったのみならず、1973年より後退したので

ある 46。

　1975年1月の第四期全国人民代表大会以降、鄧小平が実際上の中央の日常活動を指導す

るようになり、国民経済を発展させるために工業、農業、軍事などの面における整理がお

こなわれた。1975年9月に全国牧畜業地域活動座談会が開催され、国務院より「全国牧畜

業地域活動座談会紀要」が転発され、「牧畜業を中心とする」方針と「開墾禁止、放牧地保護」

政策が再度強調されるようになったほか、牧畜業生産を発展させる政策も定められた。そ

の後、内モンゴルにおいても、牧畜業生産方針と草原開墾問題などについての座談会が開

かれ、問題解決の具体的意見が提起された。さらに、10月に内モンゴル党委は各旗、県の

党委書記会議を開催し、牧民の家庭副業、自家所有家畜は「資本主義傾向のもの」から除外

された。上述のような措置がとられたため、牧民の牧畜業生産の積極性が発揮され、牧畜

業生産は「批林批孔」運動の影響の停滞状態から回復し、内モンゴルの牧畜業生産の第二

回目の復興がみられた。内モンゴルの家畜総数は、1975年12月時点では1974年12月より

2017年3月

－ 141 －

43 「内蒙古党委関於在牧区開展階級復査工作的決定」（1971年10月18日）前掲『内蒙古畜牧業文
献資料選編』第二巻（下冊）、233-236頁。

44 前掲『内蒙古畜牧業発展史』208頁。
45 同上、210-211頁。
46 同上、211頁。
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4.54％増加し、牧畜業生産総額も6.62％増えた 47。

　（3）内モンゴルの牧畜業生産の第三回めの落ち込み。1976年2月から始まった「鄧小平

を批判し右からの巻き返しの風に反撃する」（「批鄧、反撃右傾翻案風」）運動においては、

鄧小平の各分野における整理は、「文化大革命に不満である。仕返ししようとしている。つ

まり、文化大革命にケリをつけようしている」とみなされ 48、鄧小平の大部分の職務は停止

された。この運動の衝撃により、各部門の整理は中止を余儀なくされ、全国は再度の混乱

に陥った。内モンゴルも同様に整理活動は中断され、生産秩序と活動秩序は再度の混乱の

状態に陥って、生産水準は大幅に後退した。とくに、内モンゴルの牧畜業は最も深刻な被

害を受け、牧畜業生産総額は1975年より7％も下がり、家畜総数は1975年より5.6％減少し

た 49。

　以上のように、「文化大革命」の勃発による混乱と「批林批孔」運動、「鄧小平を批判し右

からの巻き返しの風に反撃する」運動により、内モンゴルの牧畜業生産は、三回にもわた

る落ち込みがみられた。さらに、「文化大革命」期間の10年間の内モンゴルの牧畜業生産状

況を全体的にみても、表1で示されているように、主要家畜である大家畜（牛、馬、ロバ、

ラクダ、騾馬）と羊の増加率は、停滞ないし後退していた。同様に、表2で示されているよ

うに、内モンゴル牧畜業地域の大家畜と小家畜（羊、山羊）の増加率も、停滞ないし後退し

ていた。

表1　内モンゴル全体の家畜総数（単位：万頭）

出典： 内蒙古自治区統計局編『奮闘的内蒙古1947～ 1999』中国統計出版社、1989年、307-308
頁より作成
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鄧小平の各分野における整理は、「文化大革命に不満である。仕返ししようとしている。つ

まり、文化大革命にケリをつけようしている」とみなされ48、鄧小平の大部分の職務は停

止された。この運動の衝撃により、各部門の整理は中止を余儀なくされ、全国は再度の混

乱に陥った。内モンゴルも同様に整理活動は中断され、生産秩序と活動秩序は再度の混乱

の状態に陥って、生産水準は大幅に後退した。とくに、内モンゴルの牧畜業は最も深刻な

被害を受け、牧畜業生産総額は 1975 年より 7%も下がり、家畜総数は 1975 年より 5.6%

減少した49。 

以上のように、「文化大革命」の勃発による混乱と「批林批孔」運動、「鄧小平を批判し

右からの巻き返しの風に反撃する」運動により、内モンゴルの牧畜業生産は、三回にもわ

たる落ち込みがみられた。さらに、「文化大革命」期間の 10 年間の内モンゴルの牧畜業生

産状況を全体的にみても、表 1 で示されているように、主要家畜である大家畜（牛、馬、

ロバ、ラクダ、騾馬）と羊の増加率は、停滞ないし後退していた。同様に、表 2 で示され

ているように、内モンゴル牧畜業地域の大家畜と小家畜（羊、山羊）の増加率も、停滞な

いし後退していた。 
表 1 内モンゴル全体の家畜総数（単位：万頭） 

年 大家畜 羊 合計 

1965 716.6 2,619.20 3,335.40 

1966 680.4 2,295.00 2,975.40 

1967 680.9 2,531.00 3,211.90 

1968 679.8 2,349.00 3,028.80 

1969 665.1 2,311.20 2,976.30 

1970 689.1 2,356.40 3,045.50 

1971 712.2 2,363.40 3,075.60 

1972 717.2 2,372.30 3,089.50 

1973 738.2 2,519.40 3,257.60 

1974 752.3 2,532.60 3,284.90 

1975 766.8 2,638.10 3,404.90 

1976 748.7 2,397.80 3,146.50 

［出典］内蒙古自治区統計局編『奮闘的内蒙古 1947～1999』中国統計出版社、1989 年、307-308 頁より作成 

 

                                                       
48 陳東林ら主編・加々美光行監修『中国文化大革命事典』中国書店、1997 年、697 頁。 
49 前掲『内蒙古畜牧業発展史』212 頁。 
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表2　内モンゴル全体の家畜総数（単位：万頭）

出典： 内蒙古自治区畜牧局『畜牧業統計資料1947～ 1986』（内部資料）1988年、48頁より作成。

おわりに

　以上、「文化大革命」期間の内モンゴルの牧畜業の実態について検討してきた。本稿での

検討で得られたものを簡単にまとめてみたい。

　第一に、「文化大革命」勃発により、各級の革命委員会が従来の牧畜局に入れ替えられ、

牧畜業の専門的制度が廃止され、関係部門の人員も批判や攻撃の対象となった。その結果、

内モンゴルの牧畜業生産は麻痺や混乱の状態に陥った。

　第二に、オラーンフーが打倒されたことにより、牧畜業地域における民主改革における

「牧場主の家畜分配をせず、牧場主に対し階級区分をせず、階級闘争をせず、牧場主と牧畜

労働者の両方の利益になる」政策、社会主義的改造における「穏、寛、長」という原則、長

期にわたって実施されてきた「開墾禁止、放牧地保護」政策、国民経済調整期の諸政策など

のそれまでの内モンゴルにおける牧畜業活動のすべては否定され、「修正主義」とみなされ、

批判された。さらに、それまでの階級路線も否定され、「改めて階級区分をおこなう」運動

も強硬的に推進され、攻撃され、被害を受ける者の範囲が拡大されていったのである。

　第三に、上述の第一、第二のうえ、「文化大革命」期間の「批林批孔」運動、「鄧小平を批

2017年3月
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47 同上、212頁。
48 陳東林ら主編・加々美光行監修『中国文化大革命事典』中国書店、1997年、697頁。
49 前掲『内蒙古畜牧業発展史』212頁。
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表 2 内モンゴル全体の家畜総数（単位：万頭） 

年 大家畜 小家畜 合計 

1965 294.18 1,798.20 2,092.38 

1966 252.53 1,471.20 1,732.73 

1967 233.9 1,552.58 1,786.48 

1968 235.24 1,515.97 1,751.21 

1969 228.14 1,499.23 1,727.37 

1970 235.13 1,470.24 1,705.37 

1971 248.49 1,482.38 1,730.87 

1972 251.07 1,490.27 1,741.34 

1973 243.2 1,465.47 1,708.67 

1974 258.53 1,532.08 1,790.61 

1975 276.17 1,576.91 1,853.08 

1976 277.39 1,498.45 1,775.84 

［出典］内蒙古自治区畜牧局『畜牧業統計資料 1947～1986』（内部資料）1988 年、48 頁より作成。 

 
おわりに 

 以上、「文化大革命」期間の内モンゴルの牧畜業の実態について検討してきた。本稿での

検討で得られたものを簡単にまとめてみたい。 

 第一に、「文化大革命」勃発により、各級の革命委員会が従来の牧畜局に入れ替えられ、

牧畜業の専門的制度が廃止され、関係部門の人員も批判や攻撃の対象となった。その結果、

内モンゴルの牧畜業生産は麻痺や混乱の状態に陥った。 

第二に、オラーンフーが打倒されたことにより、牧畜業地域における民主改革における

「牧場主の家畜分配をせず、牧場主に対し階級区分をせず、階級闘争をせず、牧場主と牧

畜労働者の両方の利益になる」政策、社会主義的改造における「穏、寛、長」という原則、

長期にわたって実施されてきた「開墾禁止、放牧地保護」政策、国民経済調整期の諸政策

などのそれまでの内モンゴルにおける牧畜業活動のすべては否定され、「修正主義」とみな

され、批判された。さらに、それまでの階級路線も否定され、「改めて階級区分をおこなう」

運動も強硬的に推進され、攻撃され、被害を受ける者の範囲が拡大されていったのである。 

第三に、上述の第一、第二のうえ、「文化大革命」期間の「批林批孔」運動、「鄧小平を

批判し右からの巻き返しの風に反撃する」運動などの影響により、家畜の数の落ち込みが

三回にもわたってあらわれ、全体的にも停滞ない後退していたのが、内モンゴルの牧畜業

の実態であった。 
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判し右からの巻き返しの風に反撃する」運動などの影響により、家畜の数の落ち込みが三

回にもわたってあらわれ、全体的にも停滞ない後退していたのが、内モンゴルの牧畜業の

実態であった。
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――――『当代内蒙古簡史』当代中国出版社、1998年。

閻天灵『漢族移民与近代内蒙古社会変遷研究』民族出版社、2004年。

中共中央文献研究室編『建国以来重要文献選編』中央文献出版社、1992年。

〈日本語〉

蘇暁康ほか『廬山会議：中国の運命を定めた日』、毎日新聞社、1992年。

陳東林ら主編・加々美光行監修『中国文化大革命事典』中国書店、1997年。

丁抒（森幹夫訳）『人禍　餓死者2000万人の狂気（1959～ 1962）』学陽書房、1991年。

ベッカー・ジャスパー（川勝貴美訳）『 餓
ハングリー・ゴースト

鬼 ：秘密にされた毛沢東中国の飢饉』中央公

論新社、1999年。
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楊海英『モンゴル人ジェノサイドに関する基礎資料（3）：打倒オラーンフー（烏蘭夫）』風

響社、2011年。

――――『墓標なき草原』（上、下）岩波書店、2009年。

――――『墓標なき草原』（続）岩波書店、2011年。

リンチン「内モンゴルにおける『四清運動』をめぐって」『相関社会科学』第19号、2010年。

――――「内モンゴルの牧畜業における『三面紅旗』政策に関する一考察」『中国研究月報』

第62巻第2号、2008年。

――――「内モンゴルの牧畜業の社会主義的改造の再検討」『アジア経済』第49巻第12号、

2008年。

――――「内モンゴルの牧畜業地域における人民公社化政策の分析」『言語・地域文化研究』

第16号、2010年。

〈モンゴル語〉

Öbör Mongγol-un öbertegen jasaqu oron Sui yuan Köke naγur jerge γajar-un maljiqu oron-u 

mal aju aqui-yin tuqai ündüsün dung,	Kökeqota:	Öbör	Mongγol-un	 arad-un	keblel-ün	

qoriy-a,1955．

（中国・内モンゴル大学モンゴル学研究センター）

2017年3月
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