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近代期における開拓・農村集落空間形成の研究

一開拓地と農村計画手法の比較分析を通して一

主査柳田良造*1
委員森下満*2,八幡桃子*3

明治維新に始まる日本の近代は原野開墾や新農村集落の形成面においても,我が国開拓史の中で重要な意義をもっている。

本研究は北海道と東北・北関東地域おける近代期の農村開拓の代表的な事例の比較分析を通して,近代期に拓かれた農村,

集落の空間的特質と形成,その変遷を,文献調査やフィールド調査から実態的に明らかにしている。特に従来異なる道筋を

通して展開してきたと思われていた北海道と東北・北関東地域における近代期の農村開拓が実は多くの同時性や共通の計画

原理を有するものであることを確認することができたことは大きな発見であった。
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TheModemageofJapanthatstartedf『omtheMeijiRestorationhasimportantmeaninginthehistoryofdevelopmentofwildemess
reclamationandtheformationoffarmvillages.Thisstudyclarifiesthespatialcharacteristics,theformation,andthetransitionofthe
developmentoffarmvillagesbasedondocumentinvestigationandfieldsurveysthroughcomparativeanalysisofatypicalcasethat
developedintheModemAgeillHokkaido,TohokuandtheNo曲Kantoregion.Itwasanespeciallybigdiscoverytobeabletoconfirm
themethodofdevelopmentofthefarmvillagesintheModemAgeinHokkaido,TohokuandtheNorthKantoregionthathadbeen
thoughttobehavedevelopedpreviouslythroughadifferentrouteandthattherearealotofsimultaneitiesandcommonplanningprin-
ciples.

1.はじめに

1.1研究の目的

明治維新に始まる日本の近代は殖産興業や富国強兵に

象徴されるように都市改造や産業施設の建設が華々しく

とりあげられる面が強いが、実は近代期における原野開

墾や新農村集落の形成も我が国開拓史の中では重要な意

義をもっている。数字の上からも明治初期から大正期に

かけて、我が国農地の大幅な拡大がみられた。その数字

は北海道開拓によるものが大きいが、100万haを越える

農地の増加がみられ、これは現在日本の農地面積の1/4

に近い数字である。

本研究の目的は、近代期における北海道開拓での士族

移住村や屯田兵村等、東北・関東地域での三本木開拓、

安積開拓、那須野ヶ原開拓、殖民地時代の満州の開拓地

などの代表的な開拓事例の比較研究を通して、近代期に

拓かれた農村、集落の空間的特質と形成、その変遷を、

文献調査やフィールド調査から実態的に明らかにするこ

とにある。従来、これら日本近代の農村計画や集落空間

形成の研究は、歴史学や地理学での言及の他は、建築学

の分野では近代建築史の側面からの建築を主とする研究

以外に、ほとんどなされていないからである。

1.2研究の方法

研究の方法は、すでに北海道での屯田兵村、殖民区画

にっいては開拓事業や空間形成の研究を行っているの

で、主に作業は東北・関東の開拓事例の調査分析を行い、

その調査結果を北海道開拓との比較を通して分析を進め

ることで行った。

調査は2007年に予備調査として7月屯田兵村、殖民

区画事業の事例として滝川市江部乙、当麻町、鷹栖町、

9月に東川町、10月に三笠、美唄での現地調査を行った。

本調査は2008年1月に本州の開拓事例の三本木原野、

安積原野、那須野ヶ原の現地調査を行った。さらに6月、

7月に第2回の安積原野、三本木原野調査、8月に北海
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道の空知地域、9月に補足調査として東北の松ヶ岡開墾

(鶴岡)、八郎潟、三本木原野の現地調査を行うととも

に、関連する文献資料の探査を行った。

本研究のねらいは近代期の開拓における地域空間形成

の計画をさぐり、日本近代における開拓の空間モデルと

農村空間形成の原理を抽出することにある。その分析を

通して、開拓地の空間形成の原理がそれぞれの地域形成

にどういう役割を果たしたのか、また近代期の北海道と

東北、北関東の開拓事業に、どういう共通点と相違点が

あるのかを明らかにすることにある。

2.本捌と北海道での近代期開拓の流れ

2.1近代期開搦の4つのパターン

表2-1は明治中期頃までの本州と北海道での主な開

拓・開発事業と関連する出来事をまとめたものである。

従来の研究で、明治期の本州と北海道の開拓事業をひと

つの物差しで評価し、比較する視点がほとんどなかった

ので、この表の作成自体が研究の成果のひとっだと考え

ている。この表から興味深いことがいくつかわかった。

まずひとつは、明治初期に徳川家や奥羽越列藩など戊

申戦争に敗れた諸藩の士族団が禄を奪われ、帰農や未開

原野開拓に従事することになったことである。北海道で

は明治3年(1870)の旧仙台亘理藩家臣の門別移住や、翌

明治4年(1871)の旧仙台岩出山藩家臣の当別移住等が有

名だが、本州でも明治2年(1869)の静岡の旧幕臣による

牧ノ原開i墾や明治5年(1872)の旧庄内藩士による月山山

麓の開墾、明治6年(1873)の旧二本松藩士による安積原

野開墾の入植事業等が各地で行われた。

2番目が明治4年(1871)の廃藩置県後、士族授産が全

諸藩の課題となり、政府は明治6年(1873)家禄奉還を

願い出た士族に就産資金や公債を保証し、荒蕪地・山林

等の格安払下げなどの制度等の施策を実施したことであ

る。当時の士族の数は約200万人弱と言われるが、この

制度が実施された2年間に約13万5千人の士族が家禄を

奉還し、払下げられた土地は約8万5千町歩に達した。

その後さらに士族授産ための原野開拓が全国規模で進め

られることになる。その代表的な施策が北海道では明治

8年(1875)から始まる屯田兵制度であり、本州では明治

11年(1873)の旧久留米藩士による安積原野への大規模入

植等である。2番目の取組の特色は、屯田兵制度が北海

道開拓使(国の省庁のひとっ)の直営事業であったよう

に、安積原野での開拓も国営事業としての安積疎水工事

と一体のものとして取り組まれ、国家的な殖産興業方針

のもと取り組まれた共通性と同時代性が見られることで

ある。

3番目が民間団体の開墾結社や移住による開拓事業で

ある。北海道では明治11年(1878)徳島県の仁木竹吉ら

による余市周辺への入植や明治12年(1879)の開進社や

明治13年(1880)の創設の神戸のクリスチャンの一団で

ある赤心社の静内開拓、明治16年(1883)の依田勉三ら

晩成社の十勝原野の入植など、民間開墾結社による事業

が進められるが、安積原野でも明治6年(1873)中条政恒

の働きかけにより地域の豪商・富豪らが出資した開成社

が発足し、大槻原の開墾事業がスタートする。民間資本

による開拓事業は政府の支援も乏しく、パイオニア、フ

ロンティアとしての厳しさを伴うものであったが(第6

章)、歴史を越えて十勝での晩成社や安積原野での開成

社のように、地域の精神的な誇りとなっていることを共

通に見ることができる。

士族授産のための事業やパイオニア的な民間結社によ

る開拓事業が明治10年前後からスタートしたが、それ

より少し遅れ明治10年代半ば以降、旧藩藩主や明治新

政府高官等による未開原野の大規模な土地の貸下げ、大

農場経営の動きが現れてくる。それが4番目の動きであ

る。大規模な土地の貸下げによる大農揚経営の動きが本

格化するのは明治20年代以降であるが、その端緒が明

治10年代に生まれるのである。北海道で言えば、明治

10年(1877)の旧尾張藩主・徳川慶勝・による八雲原野での

500町歩の原野入植、明治14年(1881)旧山口藩主・毛利

元徳の余市原野での1,000町歩の払下げなどの動きであ

る。本州では特に北関東の那須野ヶ原での動きが顕著

で、明治13年(1880)の山形県令三島通庸による肇耕社

への1,037町歩の土地貸下げ、14年(1881)のドイツ公使

青木周三による青木農場開設への582町歩の土地貸下げ

等である。徳川慶勝による八雲原野開拓は、旧藩主が基

金を出資し、その利子を旧家臣達の開拓入植に充てると

いう士族授産を目的とするもので成果をあげたが、それ

以外は旧藩主らの開拓による土地取得、資産形成の面が

強かった。

いうまでもなく、北海道の原野は明治以前アイヌ民族

が河川沿いを中心に居住していたが、その大半は天然自

然のままの土地であった。明治維新後、原野のすべてが

官有地となり、その貸下げの方法が開拓を進める大きな

課題となる。一方本州では原野といっても、多くは江戸

期から周辺農村の入会地として茅場、秣場等に共同利用

されてきたものであった。明治初期に入会地は官有地で

も民有地でもない公有地とされるが、明治7年(1884)の

地所名称改正法により、公有地の仕組みが廃止され、そ

のほとんどが官有地に編入される。入会地として利用さ

れてきた那須野ヶ原の原野も明治11年(1878)6月から

7Aにかけて約ll,298町歩が官有原野に編入された。

この1万町歩を越える原野は北海道を除けば、当時国内

最大の原野であり、明治政府も殖産興業政策を進めるた

めに大いに注目した地域であった。土地の国有化後、明

治13年(1880)国営による模範混同農場構想が計画され

る。しかしその後紆余曲折があり、最終的には三島通庸
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表2-1明治初中期の開柘入植の流れ(太字は本鋸での醐擁事倒、他は北海道での醐籍事例を表す)

      主な掲来事年開墾・入植場所都道府県開墾・入植内容

     
      明治3年(1869)印籐灘騨墾千葉票盤禽藩士藤の同鶴縫による印旛郵醐墾

      伊達士族移住村北海道flll台藩亘理藩士族移住
      稲田藩一一行静内入植北海道淡路稲田藩行の静内入植
      庚午・ノ村(苗穗)北海道山形県酒田農民の札幌本府周辺への入植

      明治4年(1869)余市黒川・川日村北海道旧会津藩士の移住
      白石村北海道仙台藩白石片倉小1調郎家臣上族移住
      平岸村北海道仙台藩水沢邑七族移住
      生振村北海道仙台藩農民

      明治5年(1869)松ケ爾麗墾山彫渠醤庄晦藩士による月山幽麓の墾治8～10に大蚕室10+を建賜
      当別士族移住村北海道仙台藩岩出山藩士族移住

      明治6年(1869)安積大馨源麗墾福農渠害掴原聾墾での最初の旧ニム累士移昌と成挫の縫
      明治7年(1869)屯田兵例則北海廻北海道開拓に屯田兵制度を進めるため例則を定める
      明治8年(1869)琴似屯田兵村北海道琴似屯田兵村240戸移住

      ケプロン報文北海道北海道開拓の方針を巡視調査をもとに提言
      厨甥腿墾岩手漿南岩手謬露川村の荒蕪地130臨歩を琴§いた

      明治9年(1869)山鼻屯田兵村北海道山鼻屯田兵村240戸移住

      大場沢霧墾新潟漿溺藷発闘藩士40名が大場沢閣墾詮を興し、岩船解面川の小扇状地の荒蕪地85,9臨歩を曙籍し竃2戸の入植した
      三方原謄墾静爾漿静轟漿士族による三方原翻墾

      明治U年(1878)仁木村北海道徳島県農民仁木竹吉ら余市周辺に移民
      安積療馨・久留素士慈iλ麺義農渠安覆対面原原罫久留米士族101戸移盤入麺

      女化原津認農場藻媛漿士族津羅出(薩攣少認)が藻媛・千葉爾県にわたる官有荒蕪地700鱗歩の洋式大農法経営に敢り態む
      峰岡茶圏新澱漿蜂霧藩士祷戸武嬉を申心に藩士38名が西蒲原郵の官有韓豹10臨歩を麗攣し、茶種を播き付けた
      蝿農湾干柘購山渠瞬幽藩士藤結娃伊ホ鮭による児農湾干籍
      肇土塵漂髄墾窟壕票覇ム藩士族の叢による鹿漂墾
      樗軍野・大張野翻_鞍瞬漿煽歓腿藩士の結社・歎成縫(132名)の手による砂丘地の閣墾

      明治12年(1879)安績糠野藪水福農渠露欝安覆薩水工事の着工(閣治15年完成)
      蔽箆ヶ原騨墾鶴簸藩鶏駿藩の蔽見ケ原閣墾
      大街道麟墾宮媛漿燭勧台藩±が石巻の砂丘箒牡鹿原を県営事業として麗墾に着手

      明治13年(]880)謬須麗墾雛編ホ漿灘須野ヶ原郷須麗墾社による3000騎歩の土地蟹下げ
      肇藩羅翫ホ漿謬須野ヶ原三昆通騰による1037町歩の土地貸下げ
      溺野ケ漂賄墾三璽粟桑名藩士族結謎共立社による閣野ヶ原醐墾
      戦野原野羅墾山形梁上ノ山藩士族による見ル騒・牧野原野麗墾

      明治14年(1881)余市原野1,000町歩払下げ北海道田山口藩1三・毛利元徳への余11f原野に1,000町歩の払下げ
      葺木農蠣翻木県馨獲野ヶ原に膏木農場麗設(582町歩)の貸下げ
      撫澤握翻墾場麺沐漿郵餐野ケ原に加治屋闘墾場醐設(大山巌・西鰯従道)

      明治15年(1882)申ノ顕釜墾藪潟県蝦載訟藩士14名が瞬治15奪(1883))に藷蒲原郵の激十爵歩を閣紹した
      小樽一幌内間鉄道開通北海道小樽一幌内(炭鉱)問の鉄道開通し鉄道が内陸部への入植を促進

      明治16年(1883)晩成社北海道依田勉モら晩成社ドイ1}広村入緬
      明治17年(1884)江別屯田兵村北海道江別屯田兵村77戸移住

      岩見測1族移柱村北海道鉄道駅沿いの岩見沢での山口・鳥取i:族2791-f移住人植
      高醗藩士聡墾・養蚕・製茶新潟票瞬高躍藩士による授産会継設立。麗墾・養蚕・製茶をおこなった
      能灘矯墾千葉緊菊閣藩士族による爺原郵饒満麗墾

      新治馨三封驕墾茨域票葛木漿斬治郵三村醐墾      塩原懸遷・懸陸羽鶴遵の翻翻郵須野ヶ原を通る寝原新道・新陸羽街道の醐渕
      明治18年(1885)野幌重田兵村北海道野幌屯田兵村225月移住

      郵須瀦水完成麺木察灘須野ヶ原を遍る郷須籔水工事完成

      一㍉Jn閥一…舞一輿・北海道庁の誕生・殖民区画制度明治19年(1886)明治20年(1887)明治21年(1888)北越植民社北海道野幌に入植した北越殖民社は北海道での企業的小作農場の最初の試み
      西那須野一上野間鉄道閣通栃木県西那須野から上野までの鉄道が開通し、約5時間半で結ばれる
      三島農場栃木県三島通庸肇耕社を解散し、三島農場設立
      諭西屯田兵村北海道輪1純「H兵村2200戸移住
      新琴似屯田兵村北海道新琴似屯田兵村220戸移イi:
      千本訟農場麺沐県千本松(訟方農場)の醐設
      青木農場規摸鉱大幡木緊青本農場規ξ葵拡大(1586匿汀歩)

      明治22年(1889)篠路屯田兵村北海道篠路屯田兵村220戸移住
      南・北滝川屯田兵村北海道南・北滝川屯川兵村440戸移住

      明治23年(1890)小岩井農媛岩手漿小岩井農場農産・種畜・乳業。山誌などの雛合民間農場(3,600陶歩)
      屯田兵条例の改IE北海道屯田兵条例を改li:し、給与地を1万坪→L5万坪(5町歩)に
      新卜津川殖民凶由1北海道トック原野で初の殖民区画事業(新十津ll1村)が実施される
      働織合農場北海道雨竜原野の華族組合農場に50,000町歩の一ヒ地貸ドげ。翌年角i散

      明治24年(ユ891)美唄屯田兵村北海道美唄屯田兵村110戸
      明治25年(ユ892)空知太(滝川)までの鉄道開通北海道石狩川中流の空知太(滝川)までの鉄道開通
      明治26年(/893)郷須瀾墾獣の解激麺沐県郷須醗墾蛙の解散。翻象台以北1,140町歩を千本松農場に売却

      千本毯農場の土地拡大砺木楽髄象台以北1,140町歩を千本松(訟方農場)に売却
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らによる開墾団体への大規模な土地の貸下げが行われる

ことになる。そこでは大農法(近代的な欧米農法の実験

農場)による農場経営が試みられる。

殖産興業を国営工場や国営農場で進めると言っても、

札幌本府での明治初年の官営工場が赤字続きで民間へ払

い下げられたように、那須野ヶ原の国営農場での開拓計

画には反対意見も多かったであろう。国営農場をつくる

としても、なにより当時の国の財政は逼迫していた。那

須野ヶ原のケースは、大農経営や開拓に必要な資本の問

題に加え、旧藩主や新政府高官(華族階級)への大規模

土地貸下げの問題等、北海道開拓が本格化し、大規模な

土地処分が進む中で大きな問題となっていく、その問題

の端緒が見られるのである。

2.2近代期開拓のパターンと時期区分

奥羽越列藩同盟諸藩の士族移住、士族授産による開

拓、民問結社による開拓、華族等の大規模土地貸下げに

よる大農経営という、この4つの開拓のパターンは明治

初中期までに出現したものである。明治中期以降、北海

道での開拓事業がようやく本格化するが、原野開拓のパ

ターンとしては、その後新しいパターンは誕生しない。

また本州ではその頃には未開の原野はほぼ消滅する。そ

れゆえ、原野開拓のパターンとしては4つのタイプがモ

デルとなる。その4つのタイプが現れる時期区分を以下

のようにとらえた。まず明治初期、9年(1876)までの開

拓事業は、奥羽越列藩同盟等の士族移住が主であり、こ

えを第1期とする。次に全国的な士族授産のための開拓

事業が明治7年(1874)の屯田兵制度の創設から西南戦争

をへて、明治10年代の終わり頃までの間続くが、それ

を第2期とする。第3期は明治19年(1886)の北海道庁

設置以降開拓が本格化し北海道では大正期まで続く時期

で大規模土地貸下げによる大農経営などの動きが始ま

り、本州では那須野ヶ原の開拓が共通するものをもつ。

民間結社による開拓は第2期のスタートと重なり北海道

では第3期に展開していく。

2.3近代期開拓のパターンによる事例分析

4つの開拓のパターンについて、以下の章でそれぞれ

事例をあげ、開拓と地域空間形成の姿を描いていきた

い。奥羽越列藩同盟諸藩士族移住開墾では北海道・仙台

藩岩出山伊達邦直一行の当別入植、士族授産開拓では本

州・安積原野開拓、民間結社開拓では北海道・十勝晩成

社、華族等の大規模土地貸下げ開拓では本州・那須野ヶ

原開拓の4事例である。それに加え、三本木原野開拓の

資料発掘の中で興味深い戦中の満州開拓移民での集落形

成の事例を知ることができた。時代はだいぶ下るが、戦

中期の開拓事例と明治近代期との比較に、参考材料とし

て提出したい。

3.奥羽越列藩同盟諸藩士族移住開墾

一北海道・仙台藩岩出山伊達邦直一行当別入植一

明治5年(1872)仙台藩の支藩旧岩出山城城主伊達邦直

一行が石狩川の河口を2里半遡り、当別川とその支流(パ

ンケチベシュナイ川)の合流点を移住地に定め、入植し

た。当初は前年の4月に日本海に面した石狩の聚富(シッ

プ)に開拓使より土地を与えられ、小川沿いに1戸間口30

×奥行50問(1,500坪)の地割を行ったが、その場所は

地質が悪く、日本海に面し北西の風も強く気候条件など

から不適と判断し、他の候補地を開拓使に願いでて、石狩

から2里半(約10km)入った当別の土地を候補地とし

て提供されたのであった。

川の両岸に道路を通し、これらに沿って間口40問、奥

行100間、面積4,000坪を一戸分とした(図3-1)。その配

置計画では、伊達邦直の士地を東小川通一番、元家老で当

別移住のリーダーであった我妻兼を下川通一番と決め、

ここから各自旧来の身分により順次に土地を配置したが、

その面積は平等であった。一戸分の区画の規模について、

「間口の間数算出の根拠については、当時の記録など信ず

べき資料はない。岩出山の時代の区画割が、間口20間と

なっていたので、当時の人達の頭にその事が先入観とし

て固まっていたということである。その考え方で北海道

の広大な土地の区画割に臨んだ場合、思い切って広くと

磐玩べシュナイ川
 灌＼

褻

 ㌔
「

4
1
～
プ「

i」___」期鳳__一..
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_〕i陸難議明削2年の移住地
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図3-1当別士族移住村配置図

(『当別町史』1972)にある入植計画図に川、入植の情報を表記

した
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いうのが、みんなの一致した考えであったから。それなら

ば郷里の二倍という計算になったものであろう。つまり

は二倍ということは精一杯大きくということを意味した

のである。」(鹿野恵造回想録注1))とある。
配置パターンは川に沿う路村型の配置となった。移住

者達は郷土での密集生活に慣れ、かつ草創の時であった

ことから、隣近接を好む心が沿道型の村落をつくるもの

になったと考えられる。明治12年(1889)の第3回目の移

住では、最初の入植地の南の対雁地区に間口50問、奥行

250間、面積12,500坪の区画を行った。規模の大きい路

村型ではあるが、幾何学的な測量に基づいて区画されて

おり、同時代の屯田兵村と近いものであった。

明治5年(1872)の当別移住にあたって、伊達邦直は吾

妻謙に命じて、入植地での規則として共同で開拓事業を

行うための「邑則注2)」を起草させている。前途の見えな
い未開の地での移住と開墾を前に、団体の結束と勤勉を

図る意図のもので、49条からなる邑則は封建的な上下関

係のしばりをできるだけ排除し、各自が能力を発揮でき

るような規定の内容をめざしたものであった。第一条が

「邑中の事務一切衆議に決すべし」からはじまるように、

新しい入植地で必要となる協同性を原則とする方針であ

り、武士が身につけていた教養に新時代の文明開化、四民

平等の思想を最大限取り入れようとしたものであった。

明治初期の北海道開拓入植事業が軌道に乗らないなか、

当別への士族移住は成果あげ、開拓使もモデルと捉え、

「邑則」の精神は、明治8年(1875)にスタートする屯田兵

村での規則にもうけつがれていく。

4.士族授産開拓一安積原野開拓一

4.1安積原野開拓の第一期

安積原野開拓は時期区分で第一期から第二期にまたが

る長い開拓事業である。岩倉具視、大久保利通、伊藤博文

等と遣米視察団としてアメリカに渡り、開拓の状況を見

聞してきていた安場保和が明治5年(1872)6月、福島県令

として赴任する。安場は着任後、幕末に北海道開拓を提唱

するなど開拓事業に深い関心と認識をもっていた旧米沢

藩士中条政恒を県典事に任命する。中条は広大な原野を

擁する安積原野大槻原の開墾計画を構想する。大槻原は

幕藩期に二本松藩の所領で、周辺農民が茅場、秣場として

活用していた入会地であった。

安場と中条は戊辰戦争で敗北し、維新後減封され悲惨

な生活を余儀iなくされていた旧二本松藩士族の窮状を救

済すべく、明治6年(1873)安積郡大槻原への移住開墾を事

業化する。移住者には1戸あたり田畑予定地1町歩と無

利子の資金30円が貸与され、さらに生活資金を低利で借

りることもできた。最初の年に移住した旧二本松士族は

19戸、はじめは近くの古村に仮住まいしながら、開拓地

に通った。翌明治7年(1874)5月に現在の安積高校前の開
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図4-1安積原野大槻原開拓入植図
(高橋哲夫『安積野士族開柘誌一安積原野・血と涙の開紹一』より)
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灘

図4-2開成館(開成社の事務所として明治7年(1874)建設の擬洋風建築)

拓道路を挟んで両側に1戸あたり440坪の宅地がつくら

れ、住居を建てている(図4-1)。一一本の道をはさんで両

側に単純な路村型の集落を形成するパターンは、敷地規

模は異なるが北海道当別への伊達藩士族移住で最初に行

われたものと同様で、第一一糊に見られるパターンである。

旧二本松藩士族は明治9年(1876>までに28戸が入植した。

また明治6年(1873)中条による熱心な働きかけによって

地域の25人の豪商・富豪の出資による開墾結社「開成社」

が発足し、民間資本により大槻原の開墾事業もスタート

する。開成社による開拓は北町を中心に行われ明治15年

(1882)までの間に101戸が入植した(図4-1,2)。

4.2安積原野開拓の第二期

郡山西方の安積原野はもともと乏水性の洪積台地でそ

のため茅場、秣場にしか活用出来ない土地であった。その
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大規模な原野開拓には本格的な用水路の建設が必要で

あった。建設には莫大な費用が求められ、一地方事業とし

ての計画には限界があった。

高橋富雄は『風土と歴史2東北の風土と歴史』の中で、

次のように述べている。「明治9年(1886)の明治天皇の東

北巡幸には、明治政府の東北施策に対する特別な政治的

配慮がこめられていた。戊申の役に順逆をあやまった東

北には、希望のない沈滞が風をなしている。政府の積極的

な施策の手がさしのべられないと、この広大な地域は立

ち直りの機を失ってしまい、欝積した不満は取り返しの

つかない不測の事態の発生にならないとも限らないとい

う憂慮が政府にあった。注3)」と。時の権力者大久保利通
は巡幸の事前準備に東北の詳細な視察と現地のからの意

見聴取を行い、東北開発のための思い切った政策を推進

する構想をかためつつあった。帰京したかれは、内務省属

官の高畑千畝、南一郎平を東北に派遣して具体的な調査・

立案を命ずる。明治11年(1878)3月調査を踏まえた計画

がたてられ「一般殖産及華士族授産ノ儀二付伺」が太政大

臣に提出される。具体的な「授産方法」としてあげられた

のは野蒜築港、新潟港改修、阿武隈川改修等、すべて東北

での事業であった。そういう東北開発重視の流れの中で

安積疎水工事と士族移住開拓事業が内国開発の第一着手

として国営事業に位置づけられる。計画を地元で推進し

ていたのが中条政恒であった。彼の緻密で将来性に富む

開発構想は新しい殖産興業のモデルを模索していた明治

政府、特に大久保の関心をとらえ、その開発が最優先事業

に位置づけられることになったのである。

疎水工事はオランダ人技師ファン・ドールンの助言を

得、猪苗代湖からの取水場所として田子沼口を決定し、明

治12年(1879)に着工、40.7万円を費やして明治15年

(1882)に完成する。疎水完工と同時に用水の経営・管理な

どは事務は福島県に移管され、開拓移民の招来が本格化

する。開墾移住者には1.5～3.0町歩の土地の交付、家屋

建築費・旅費・馬匹・農具・種苗・食糧を支給し、入植費

の貸与・鍬下年季・免除など多くの優遇策を講じたため、

疎水工事着手以前の明治11年(1878)に出願した久留米士

族をはじめ米沢、会津、二本松、棚倉の東北諸藩士の他、

中国・四国の松山、高知、鳥取、岡山など計9藩から約500

戸、2,500人が入植することになった。久留米士族はその

中で最も移住戸数が多く、明治11年(1878)～明治15年

(1882)に約150戸、500人が大蔵壇原他に入植した。当初

は1戸当たり1町(田畑)1反(宅地)の給与地と第一期

と同程度の条件であったが、その後1戸当たりの給与地

が2.5町に拡大し、格子状区画の開墾地割がなされる等、

大規模かつ計画化された開墾事業が展開する(図4-3)。北

海道での開拓初期での入植者への給与地は、基準となっ

た屯田兵村で見ると明治7年(1874)が5,000坪(1.6町

歩)、明治11年(1878)に10,000坪(3.3町歩)に増加する

が、安積原野の場合はその内容に近いものであったこと

が伺える。

安積原野開拓は明治17年(1884)末には貸下地1,300町

歩のうち約396町歩が開拓され入植戸数489戸を数えた。

5.民間結社の入植一晩成社一

伊豆の豪農依田勉三以下27人が十勝平野の中央、下帯

広村に入植したのは明治16年(1883)5月のことである。

依田勉三は明治14,】5年の二度にわたり、移住地選定のた

め道内を事前調査した。明治15年(1882)渡道の時、札幌

県庁で十勝を推薦された。「15年間で1万haを開墾した

い」彼の希望はスケールが大きかったが、石狩川流域の道

央にはもうそれだけの土地が見当たらなかったからだ。

晩成社の資本金は5万円。社員は晩成社から土地を借
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り、収穫物の2割を社費として納め、余力を社業の牧畜労

働に振り向けて給料をもらう。北海道での開拓移民が土

地に定着しうる条件とは自給自足と生産物の流通が可能

なことであったが、十勝原野のまっただ中にはいった晩

成社から道央等への交通は十勝川河口の大津市街まで丸

木舟で上下するのが唯一のルートだった。大津までの往

復所要日数は3,4日もかかり、運賃も非常に高いもので

あった。依田勉三は移住早々から、札幌県令あてに大津か

ら下帯広村までの道路開削願いを出すが、返事はナシの

つぶて。開拓初期の北海道では道路一本もなく、原野に

ほったらかしという例は珍しいことではなかったが、晩

成社の場合はその度が過ぎた。乳をしぼり、でんぷんを、

リンゴをつくったとしても、孤立した十勝では全くさば

くことができなかった1)。
15年間で1万haどころか、晩成社はわずか30haを開く

のに10年間かかった。脱落者が相次ぎ、新たなに加わっ

た社員も数えるほどであった。明治27年(1894)妻リクと

離婚し、四面楚歌に近い状況になった勉三は、それでも15

年満期の計画を25年満期に延長、明治31年(1898)には

さらに50年満期へと社業の夢をつないでいく。この間、借

金は雪ダルマ式に増え、大正2年(1913)には負債額は17

万8千余円に達した。死ぬ前年の大正13年(1924)、病床

の勉三は「晩成社にはもうなにも残っておらん。」と語っ

たという。勉三の死後、晩成社は満期を迎えた昭和7年

(1932)伊豆で解散した。社員が手にした土地はゼロに近

く、出資者への配当はついに一度も行われずじまいで

あった。

明治27年(1894)北海道庁は晩成社が入植した下帯広村

を中心に殖民地区画を実施する。その前年の明治26年

(1893)には約700人の十勝…監獄の囚人が大津一下帯広一

新得間に十勝平野初の縦貫道路を開く。十勝監獄では明

治28年(1895)には、晩成社入植地周辺の72haを開墾し、

明治末までには450haを開く。監獄開庁と同時に1,300人

の囚人、260人の職員が入り、下帯広村にはにわかに市街

地が誕生し、十勝にもようやく本格化的な開拓の手が

入っていくことになったのである。北海道での開墾結社

による民間移住には北見に入植した北光社、後志興農社、

札幌開成社、下国咬三の克終社などがあり、その事例は多

い。確かに晩成社のように結果からみれば失敗に終わっ

たケースもあったが、開拓のシンボル的な存在として地

域で今も敬愛されている例は少なくない。

6.華族等の大規模土地開拓一本州・那須野ヶ原開拓一

6.1那須野ヶ原の位置

那須野ヶ原は那珂川、箒川、北は山地で囲まれた広大な

扇状地で、土地は木の葉型の形をしている。全体の面積は

約4万町歩、南側は奥羽街道が通り集落が形成されていた

が、北側は水が得にくく、土地も痩せていたため開拓が進

まず、安積原野と同様周辺農村の秣場などの入会地と

なっていた。

那須野ヶ原の原野開拓はその出発から国レベルでの大

きな注目を集めていた。その理由はなによりも恵まれた

立地条件にあった。首都東京から百数十kmしか離れて

おらず、しかも平坦で広大な土地は本州で最後に残され

た大規模原野ともいえるものであった。

明治8年(1875)12月日本で最初の一等三角測量のため、

関八州大三角測量として那須西原に基線が設定された。

この基線は通称「縦道」と呼ばれている約10kmの直線

道路がそれである。長い直線道路や格子状の防風林など、

那須野ヶ原には北海道の農村と共通の要素が見られるが、

その第一歩は広域の基線測量によるものであった。

測量に合わせ内務省勧業寮の官営牧羊場開設地のため

の撰定調査の実施や、明治10年(1877)には内務省勧農局

の模範混同農場開設構想がたてられる。明治13年(1880)

その計画予定地として約1,000町歩が確保されるが、大政

官の裁可がおりず、用地は放置されたままになる。

そういう中で明治13年(1880)、内務官僚三島通庸によ

る肇耕社の1,037町歩と地元の有力者印南丈作と矢板武を

主とする那須開i墾社の3,000町歩の、大面積の土地貸下げ

が許可される。この二っの開拓結社の誕生にかかわった

のが、当時大蔵大輔と国の開拓政策の責任者である内務

省勧農局長を兼任していた松方正義である。松方正義は

前年の明治12年(1879)11月14日安積疎水起工式出席の帰

路、内務卿伊藤博文とともに那須野ヶ原に立ち寄り、印南

丈作、矢板武らによる那須大運河構想の陳情に対し、「こ

の地は欧米式の大農場経営が適している。はやく土地を

取得して開墾事業に着手するように。」と述べたという2)。
翌明治14年(1881)には大蔵卿の佐野常民、内務卿の大

lLI巌、農商務卿の西郷従道、ドイツ公使青木周造らが大面

積の一ヒ地貸下げを受ける。明治16年(1883)には品川弥二

郎、17年(1884)には山形有朋と、那須野ヶ原の原野で次々

と新政府高官による土地の貸下げが行われていく。

6.2那須野ヶ原開拓のためのインフラ整備

大規模な原野の本格的な開拓には、測量、用水工事や道

路開削、鉄道建設などのインフラ整備は欠かせない事業

である。明治の元勲クラスの注目を集めた那須野ヶ原開

拓はその後優先的ともいえる基幹インフラ整備事業が進

められていくことになる。

その第一歩は水の確保であった。北海道の原野開拓で

は入植地は石狩川、十勝川、天塩川など大河川の沿線が多

く、水不足の土地は少なかったが、本州に明治維新後残さ

た原野は大半が乏水性の洪積台地で、その開墾には青森・

三本木原野の稲生川や安積疎水のように用水工事が不可

欠であった。

用水工事のため地元の印南丈作と矢板武達が精力的に
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動き始める。まず飲用水路開削の計画を政府に願い出、明

治15年(1882)11月に県の直轄工事として約15kmを完成

させる。しかしこの水路は破損を繰り返し、毎年改修を余

儀なくさせられたため、本格的な灌概用水路の開削建設

を政府に求めるべく、印南、矢板らの嘆願活動が再び始ま

る。明治17年(1884)7月に国費開削を前提とした試削工

事の許可が下り、翌明治18年(1885)4月灌概用の那須野

原疏水工事が国の直轄工事として正式に決定され、同年9

月15日に延長16.3kmの幹線水路が完成する。工事の監

督は安積疏水を担当した南一郎平であり、実際の開削工

事を請け負ったのも同じ大分県の石工集団であった。

続いてのインフラ整備は、道路と鉄道建設であった。道

路県令とも言われた三島通庸らの官僚とさらには元勲達

の関わりもあり、那須野ヶ原ではその整備が周到に進め

れていく。明治15年(1882)から明治16年(1883)にかけ

て、山形県令、福島県令、栃木県令を兼務した三島通庸は、

明治17年(1884)に塩原新道(大田原から那須野を通り会

津若松に抜ける道路)と新陸羽街道(那須野を通り旧奥州

街道の北側に平行する道路)の2本の幹線道路を開削す

 る。

鉄道は明治14年(1881)東京一青森間の鉄道建設のため

日本鉄道会社が誕生し、そのルートとして明治15年

(1882)に宇都宮と白河聞の調査が行われる。当初のルート

は那須野ヶ原の南部旧城下町の大田原など旧奥州街道沿

いに路線が想定されていた。しかし明治18年(1885)の秋

に行われた実施測量では、ルートは北側の那須野ヶ原の

中央を通る位置に変更されていた。ルートが変わった理

由として、旧奥州街道の宿場町や沿線の田畑をもっ農家

が反対したと言われる事に加え、那須野ヶ原ですでに大

農場の経営者となっていた三島通庸、大山巌、西郷従道、

松方正義らの強い働きかけがあったと言われる。明治19

年(1886)10月1日、鉄道は西那須野まで開通し、翌明治

20年(1887)7H16日には白河まで開通する。上野～那須

野間の所要時間は5時間13分、朝7時35分の便で起てば、

昼過ぎには那須野に着く近さであった。用水、幹線道路と

鉄道の開通は那須野ヶ原の農場開拓を大きく進めること

になる。

十勝原野の中で一本の道路もないまま孤立した晩成社

の入植が膨大な投資と努力にもかかわらず刀を折れ矢つ

きてしまったように、広大な原野開拓を進める上では土

木インフラ整備は最も用意周到に準備されねばならない

事であった。明治8年(1875)にスタートした北海道開拓の

屯田兵村事業がなかなか進まず、ようやく明治20年代に

入り、本格的な展開を見せるようになるのは札幌から内

陸の旭川に通ずる中央道路がその頃、開削できたことに

よる。屯田兵村は開通したばかりの中央道路に沿って、20

～30kmおきに立地し、道路の維持管理や駅逓機能を

もった開拓前線として展開していったのである。また明

治20年代後半以降殖民区画事業によって、開拓地での大

規模土地処分が進むが、それを支えたのは、膨大な事前準

備をかけた全道内の開拓地測量調査事業と移住者を内陸

部まで送りこむことのできた道路と鉄道の開通であった。

那須野ヶ原ではインフラ基盤が最高の状態で整備され

新政府高官らの大農場経営の舞台が設えられたのである。

6.3華族農場

北海道開拓での大農場は主に公家や旧藩主による華族

農場が多いのに対し那須野ヶ原では新政府高官らの華族

農場の面積が明治末期には全農場面積の約8割を占めた。

北海道や那須野ヶ原の華族農場でめざした農業とは大

農法による農場である。それは大型農業機械や家畜を導

入し、賃金による労働力を確保する資本家的経営方法で

あり、明治初中期に駒場農学校のドイツ人教師フェスカ

の影響を受けた井上馨や、アメリカ留学で土地制度を研

究した札幌農学校教授佐藤昌介らが提唱し、殖産興業路

線の先導者であった大久保利通、松方正義らが賛同した

ものである。

しかしその大農法を試みた北海道や那須野ヶ原の農場

も明治20～30年代にかけて、経営収支の問題、自然条件・

社会経済上の理由などから、大農経営を放棄しつぎっぎ

と小作制に移行していく。しかしそういう中でも那須

野ヶ原の大農場は交通の便をいかし元勲達の別荘として

も活用され、特色のある農場形成と環境づくりをおこな

うケースも見られるのである。

6.4三島通庸と肇耕社

三島通庸の肇耕社は明治13年(1880)、1,037町歩の土

地貸下げを受け開墾、植林、牧畜を三本柱の事業とする。

10月に最初の移住人の入植が始まり、開墾した土地で陸

稲・菜種・大豆・ひえ・そば、その後麻・いも・小豆など

を栽培を始める。植林事業では早くから桐の木を植え自

然林の育成もおこない、明治19年(1886)には「樹林成功

ノ分」は317町歩に達した。牧畜では500町歩を用地とし、

明治14年(1881)に南部や米沢からの和牛を中心に牛170

頭を飼い入れ、放牧場の周囲11kmに渡り、特微的な景

観の牛堀を設けた。

もうひとつ肇耕社での事業の特徴に都市計画事業とも

言うべき、碁盤目状の土地割区画が行われたことがある。

横800間(約1,454m)縦540問(982m)の範囲に、塩原街道

を軸とする碁盤目状の土地割を行い、1区画1町歩(50問

×60問)を144区画し、区画地を株主などに分配したの

である。区画内の道路幅は新陸羽街道の延長と周囲は4間

(7.3m)で、その他は2間2分(約4m)であった。土地

割区画内の設置予定施設としては駅、郡役所、戸長役場、

小・中学校、農学校、病院、銀行、警察署、郵便局、電信

局、養蚕所、製糸所、収穫所、馬車宿、便所などがあり、
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その地域の市街化を目指していたと考えられる(図6-1)。

この碁盤目状の土地割区画は明治17年(1884)の塩原新

道・新陸羽街道の開削に合わせて行われたが、その構想は

早くから明治14年(1881)の段階ですでにあったと言われ

る3)。栃木県令でもあった三島通庸は郡役所などを移転
し、この場所を那須郡の中心地とする考えをもっていた。

移住人には宅地五畝歩(約5アール)を無償分譲するとい

う条件で、入植を奨励した。

この碁盤目状の市街区画の発想はどこから得たもので

あろうか。これ以前の開拓地でのグリッド形態の市街化

構想は東北地方では三本木原野で新渡戸十次郎が万延元

年(1860)に碁盤目状の市街区画の構想を描いているが、北

海道開拓では明治2年(1869)～4年(1871)の札幌本府計画

が最初である。三島通庸:は明治9年(1876)鶴岡県、置賜県

と合併し誕生した山形県の初代県令として行った山形県

庁等の官庁街建設事業(明治9～12年)で、札幌本府計

画を影響を受けたと言われている。三島通庸自身が北海

道に渡り、札幌本府計画を調査した訳ではないが、県のナ

ンバー一一2である参事として事業を取り仕切った薄井龍之

が前職で北海道開拓使開拓監事として札幌本府計画の初

期案に関わっていた。その薄井龍之の情報を元に、札幌本

府計画をモデルとしたと言われているのである注4)。また
三島は鶴岡県令時代に、木造下見板張りの大規模な学校

を造っているが、それは札幌の開拓使で採用されていた

建築技法を取り入れたものであった。

なぜ三島はこのように北海道開拓や札幌の都市計画を

モデルとするような事業を行ったのであろうか。『三島通

庸傳注5)』によれば、早くから三島は北海道開拓に強い意
欲をもっていた。山形や福島の県令時代にも、北海道や樺

太の開拓や屯田兵計画の構想を描いていたと言われる。

北海道開拓事業に強い意欲をもっていた三島が近代都市

建設のモデルとしての札幌本府計画を参照したものを鶴

岡や山形でつくりだしたと言えるのである。

           ～輌鋼務墾所           三馬三島三島三島三島二島歪三島=_自易二膠こ島三島三島
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これらの背景を考えると、三島が那須野ヶ原の開拓地

で碁盤目状の都市計画を描いたことは、札幌をモデルに

したと考うるかもしれない。そういう視点で眺めると、明

治4年(1871)の札幌本府計画図の大通以南の区画割は、こ

の那須野の計画と類似しているようにも思える。札幌で

の1区画の大きさは60問×60間であった(図6-2)。那須

野ヶ原の区画が50間×60問となっているのは、1区画の

面積を約1町歩とすることからきているのであろう。

那須野ヶ原の碁盤目区画は、その後の事業はどうなっ

たのであろうか。予定施設は計画的に建設されることは

なく、すべての区画が市街化したわけではないが、塩原街

道沿いには土地区画を基盤とする市街化が進んだことが、

空中写真から確認できる。

6.5那須開墾社

明治13年(1880)3,000町歩の土地の貸下げ受け、印南

丈作と矢板武ら地元有力者による那須開墾社が誕生する。

那須開墾社も肇耕社同様、開墾、牧畜、植林を3つを柱に

経営をスタートする。明治18年(1885)の那須疎水開通後

は水田耕作も試みる。しかし地元の力だけでは経営は難

しく明治15年(18820)経営危機iを向かえ、東京在住の政府

高官に株主としての参加を勧誘する。

那須開墾社の経営の特徴に労働力として、囚人労働(宇

都宮監獄署)を活用したことがあげられる。開拓事業に囚

人労働を活用する発想は、北海道でも明治18年(1885)の

開拓事情を調査した書記官金子堅太郎の『北海道三県巡

視復命書注6)』の中で提言され、その後の中央道路開削や
帯広原野開拓などで行われることになるが、那須開墾社

でも明治18年(1885)から常時10名から20名前後の囚人

労働力が投入された。

明治26年(1893)、那須開墾社は観象台以北のまとまっ

た土地を松方巌に売却するのを契機に解散し、開墾地は

それぞれの株主の農場として展開していくことになる。
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蕨撫

pa6-3屋裏(やうら)と響ばれる防風土手と防風林

那須開墾社での環境形成の特徴に、事務所の敷地の周

りに設けられた高さ2.4mほどの屋裏(やうら)と呼ばれ

る防風土手と防風林がある(図6-3)。現在、那須野が原

博物館の北側に当時のものが復元されており、その姿を

見ることができるが、那須野ヶ原は入植当時樹木のほと

んどない土地で、冬期の強い季節風から入植地を守るた

め、屋裏は重要な施設であった。植裁を通した防風の考え

方は、その後那須開墾社を継承した千本松農場でさらに

大規模な防風林帯の形成につながっていく。

66松方正義と千本松農場

松方正義は明治26年(1893)、観象台以北の那須開墾社

の土地を松方巌(松方正義長男)名義で取得し、所有面積

は明治末に1,600町歩にまで拡大する。松方正義の農場で

の土地利用の9割は山林・原野で、耕地は最大でも百数十

町歩ほどであった。そのため経営的には、薪炭(薪や木炭)

収入が大きかった。また牧羊と牧馬事業も行っていたが、

牧畜での松方の考え方は利益をあげることでなく、日本

での牧羊の振興をはかることであった言われる。羊の放

牧場は特に柵をもうけず、農揚内の山林・原野などで行

い、有名な松方別邸(明治36年竣工)の前庭にも羊が遊

ぶ風景の写真が残されている。耕地では当初、欧米風の大

農法をめざしたが経営的にうまくいかず、その後小作地

経営に変わり、昭和6年(1931)には小作55戸、'拝均小作

面積1.8町歩の状況であった。

松方正義の農場は多くの松林があったため千本松農場

と命名されたが、明治19年(1886)頃から防風林として、

600問(1,080m)間隔で防火大線(幅5間〉、その中間に

防火小線(幅2問)を設けた。しかし効果があまりなかっ

たため、千本松農場としてすべての防火線を300問グリッ

ド(540m)とし、幅8間(14.54m)とし,すぎ・ヒノキ

を当初防風林として植えた。300間グリッドでの防風林帯

といえば、明治20年代の中期以降に北海道開拓が本格化

する時から全道の原野を300間グリッドの区画で区切り、

防風林がその景観的表現となった殖民区画事業がそれで

図6-4瀾量基繊となった直線道路と旧千本松農場に残る格子状

の防風林(那須野が原博物館所蔵空申写真)

ある。それと極めて類似した風景がここ那須野ヶ原でも

確実に見ることができるのである(図6-4)。千本松農場

は、昭和の金融恐慌時に十五銀行の役員であった松方巌

がト五銀行の了・会社の蓬莱殖産に農場を提供したため、

現在はホウライ株式会社所有となっているが、その防風

林は継承されており、現在も千本松農場内やその周辺で

見ることができる。

67青木農場

青木農場は長州出身の青木周三がドイツ公使時代の明

治14年(1881)に582町3反歩の貸下げを受け、はじめた

農場である。青木は明治21年(1888)、土地を1586町歩に

まで拡げ、その敷地内にドイツ風意匠の別荘(松ヶ崎萬長

設計、重要文化財)を建築する。青木はドイツ貴族の経営

する林間農業(林業を主とし、労働力確保のために一部を

農耕地とする)に関心を持ち、那須野ヶ原でもこれを実践

しようとした。青木農場では森林の育成に力を注ぎ、移住

人の数は40数戸以内におさえた。森林は赤松と雑木の混

交林とし、赤松は木材、雑木は薪や木炭として販売し収益

をあげた。大正3年(1914)樹木数は173万本余り、100万

本以上が赤松であった。大正14年(1925)の農場の状況で

は、移住人が44戸、249人、水田が9町4反余部。山林

が1,512町歩、牧場(実質は山林が多い)が444町7反歩

であった。

青木は明治37年(1904)に移住人ための私立青木尋常小

学校を農揚内に開設している。北海道の開拓でも移住地

の共同施設として最初に建設されたのは学校と精神的な

拠り所としての神社・寺であったが、青木も自らの農場内

の入植者の暮らしを真剣に見つめていたことが推測され

る。青木農場は昭和2工年(1946)国の未墾地買収の対象地

となり1,000町歩以上が買収され、その土地に戦後開拓団

が入植した。現在戦後開拓団の入植地の景観に青木農場

時代から伝わるものと思われる防風林帯を確認すること

ができる(図6-5)。青木の墓は農場内につくられている。
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図6-5旧青末農場周辺の防風林のある農地区画

7.満弼開拓・天理村

この章の論考は『北海道屯田兵制度』を著し、北海道

の屯田兵研究の先達となった上原徹三郎の論文「満州農

業移民の一形態注7)」を元にした。当資料は、北海道大
学大学院農学研究科内での前川徳次郎注8)関連の資料を
調査中、発掘したものである。

天理村の位置は、ハルビン市郊外6里余りの距離にあ

る(図7-1)。天理村は宗教団体天理教の青年会を母体

に、大正7年(1918)に創設され、昭和9年(1934)7月

に土地の所有権を取得、施設を建設、11月には第一陣の

移民団を送りこんだ。天理村が建設された土地はもとも

と63人の満人地主の所有で、781町歩の熟地に286戸、

1,717人の満州農民が居住していたものである。その満

州農民を排除して建設された村の全面積は1.342町歩余

で畑868町歩、二荒地453町歩、宅地20町歩、墓地1町

歩である。主要作物は大豆、高梁、粟、小麦、玉蜀黍等

で、疏菜栽培はハルビン市が近いので有利であった。

7.1土地の区画と集落の設定

村内を中央、東、西の三部落に分け、各部落敷地を数

十戸の集団とし、その外側に畑地、植林地、墓地、道路

を設けた。中央部落は生琉里(フルサト)といい、敷地

は47,318坪(156,391㎡)、およそ500m×312mの広

さである。移民52戸の住宅敷地の他、中央に広場があっ

て教会、事務所、学校、領事館兼警察出張所、職員宿

生畷里

＼勝溺隠
急擁舗避
ハルビン

図7-9支理村配置図

教員宿舎、倉庫、診療所、浴場、自動車庫、望楼等が建

てられていた(図7-2)。敷地内の道路幅は6間(10,9

m)。

東、西の部落は敷地19,764坪(65,419㎡)。25戸の

住戸、外2戸の常備苦力舎敷地、集談所があり、それぞ

れの住戸敷地は300坪であった。住居は平屋21坪、オン

ドル付きで、他に便所と車庫が設けられていた。ちなみ

に北海道の屯田兵村の兵屋は面積17,5坪である。。

部落の周囲には深さ9尺、幅8尺、高さ5尺の土手を

巡らし、堤の上には鉄条網を張り500ボルトの電流を流

し、西南、東北の角に砲塔を設け、四周の堤防にはとこ

ろどころ、機関銃座を設けたとある。2名の警察官が派

遣されており、昼間は移民の子弟6人が東西両門に歩哨

として立ち。夜間は移民を5分隊にわけ、分隊毎に交代

で徹夜での警備にあたっていた。

7.2北海道開拓の屯田兵村との比較

部落の配置図を見ると、北海道開拓での屯田兵村の

内、初期の琴似屯田兵村や後期のオホーツク海沿いの野

付牛や上湧別の密居型の兵村と共通するものがあるによ

うに思える(図7-3)。屯田兵村の特色は兵士が給与され

た土地で家族とともに兵屋に暮らし開墾に従事しなが

ら、普段は訓練や道路整備などを行い、有事の際には、

軍事行動(西南戦争・日清戦争・日露戦争等)に出動し

た。天理村の場合、防衛という意味では屯田兵村以上に

軍事的な砦の役割を有したものであったようだ。

一戸の平均作付け面積は10町歩を目標とし、昭和10

年(1935)に7.3町歩、昭和11年(1936)は9町歩となり、

もともと農耕地としての熟地であったため、開拓は入植

してすぐに成果があがった。北海道開拓での給与地は5

町歩が基本となったが、明治後期以降の樺太での殖民開

拓事業では気候的な寒冷地条件が考慮され10町歩を基

i桑畑1】
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天理村宅地
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準となったが、それと土地規模が同様である。

7.3施設型としての移住村

上原は開拓入植のタイプを施設型と非施設型に分類で

きるとし、施設型が土地の整理、住宅ならびに農舎の建

築、学校、病院、寺社、警察署等移民に必要なものを事

前に完成させ、入植させる方法であり、非施設型とはす

べて入植後開拓民が建設する方法であると述べている。

天理村は施設型のタイプであり、北海道開拓でも屯田兵

村が施設型で保護移民の制度であった。屯田兵村と満州

開拓村の背景となる政治状況は異なるとはいえ、そうい

う意味では、北海道開拓でも特別な任務を担った屯田兵

村と共通する要素を持っていた。そこに上原徹三郎が関

心を抱いた要因もあるといえよう。しかしいうまでもな

く北海道や東北の原野開拓での移住村は非施設型であ

り、満州での開拓村の事例はあくまで特殊ケースの紹介

であるにすぎない。

8.まとめと課題

8.1まとめ

明治近代期での東北・北関東の原野開拓と北海道開拓

を比較し分析することで、従来異なる道筋を通して展開

してきたと思われていた東北・北関東地域と北海道おけ

る近代期の農村開拓が実は多くの同時性や共通の計画原

理をもつことが確認できた。それらの開拓事業は時代、

入植者や開発方式等から4つのパターンに分けられる

が、それぞれに北海道と本州の開拓事業を通底して流れ

る開拓の計画原理を読みとることができた。

明治初期の禄を失った奥羽北陸列藩同盟諸藩旧藩士ら

による入植開拓では地域政府(県、北海道開拓使)によ

る入植地の斡旋をもとに、宅地を道の両側に配置する路

村型の集落を自力建設し、その外側に農地を配置するパ

ターンは江戸期の新田開発の計画を継承するものであっ

た。そこでは「邑則」などの開墾団体としての共同精神

が強く唱えられ、後の屯田兵村などの本格化する開拓事

業での共同体形成のモデルとなる。

明治10年頃からの士族授産による入植開拓では、地

域政府(県、北海道開拓使)による入植地の斡旋、移住

費用、家屋建設費、生活費の貸与等の保護移民的の側面

が強くなる。入植前に面的な区画の測量が行われ、1戸

あたりの給与地・農地の規模拡大する。開拓のための交

通・水利のインフラ整備(国営事業)と一体になった開

墾・入植が行われるようになる。その代表例は東北の安

積原野開拓であり、北海道の屯田兵村である。

同時期、民闘結社による開拓もスタートする。インフ

ラ整備などでのサポートが十分でない中、精神的なきず

な強い開拓は、今も地域のシンボルとなっている晩成社

や開成社等を生んだ。

明治10年代半ばから大面積の土地貸下げによる大農

経営の農場が現れる。那須野ヶ原の開拓では水路、道路、

鉄道のインフラ整備が周到に進められ、華族、資本家等

の経営の畑・牧畜・林業の複合経営による大農場が目指

された。そこではグリッド形態の区画や防風林など北海

道開拓でのスタンダードとなる計画デザインが試みられ

る。経営面から明治後期以降大農法から小作経営への転

換するが、那須野ヶ原では立地性を活かし別荘農場とし

て昭和戦前まで持続する。

東北・北関東地域と北海道おける近代期の農村開拓に

共通の計画原理や類似するデザインを確認できた背景に

は、安積での中条正恒、那須野ヶ原での三島通庸という

事業の中心人物に、北海道開拓に強い関心をもっていた

ものの存在があったことも新しい発見であった。

8.2今後の課題

北海道と東北・北関東地域おける近代期の農村開拓が

実は多くの同時性や共通の計画原理をもつことが確認で

きたが、その要因としての組織的な背景や人的ネット

ワークとの関係、あるいは擬洋風などの初期洋風建築の

伝播との関係はどうであったかなど、更にさぐるべく興

味深い疑問が浮かびあがってきた。今後の楽しみな課題

としたい。

〈注〉

注1)当別町史編さん委員会編:当別町史,当別町,1972
注2)「邑則(ゆうそく)」とは村づくりの基本となる取り決め。
注3)高橋富雄:風土と歴史2東北の風土と歴史,山川出版社

,pp.281,1975
注4)野中勝利:山形・官庁街における薄井龍之を介した札幌

本府計画の影響の可能性一三島通庸による明治初期の山
形・官庁街建設に関する研究一:日本建築学会計画系論文
≡集…No.597,PP.100-108,2005.11

注5)佐藤國男:三島通庸傳、三島通庸刊行會,1933
注6)北海道庁編:北海道三県巡視復命書・活字翻
注7)上原徹三郎;満州農業移民の一形態,満蒙研究資料第二
十四号,北海道帝国大学満蒙研究会,1937

注8)前川徳次郎は戦中から戦後にかけ北海道大学農学部で園
芸学の教授を務めたが、十和田市の戦後復興の都市計画で
プランをつくった人物として登場する。十和田市の都市計
画は本州ではめずらしく、格子状の整然としたプランもつ
が、そのルーツは万延元年(1860)新渡戸十次郎の三本木原
野の開拓計画に描かれた格子状の都市計画にあると言われ
ている。しかしそのプランは明治維新以降、市街地の西半
分が軍馬補充部に利用され、未完であった。その都市計画
を新渡戸十次郎のオリジナルを尊重し、戦後に復活させた
時の計画者が前川徳次郎と言われているのである。三本木
原野開拓の調査に関連し、北海道大学大学院農学研究科に
所蔵される前川徳次郎関連資料の調査を2008年9月に行っ
た。しかし十和田市の都市計画に関係する資料は発見でき
なかった。
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