
解放前チベット農奴制の状況と解放の効果について（１）

大 西 広

Ⅰ はじめに

チベットの旧農奴制の評価は「チベット問題」

をめぐる現在の論争の一部としても存在し，そ

のことが冷静で客観的な論争をしにくくさせて

いる。しかし，チベットの旧農奴制は，ヨーロッ

パ農奴制に近い形態のそれがなぜ東アジアに展

開したのか，インド・ムガール朝のザミーンダー

ル制や日本の封建農奴制との異同など，歴史学

上極めて興味深いさまざまな論点を提供してお

り，「政治」とは離れた冷静な研究が強く求めら

れている。

たとえば，中国政府の旧農奴制批判には，そ

の刑罰制度の残酷さがあまりに全面に出てお

り，それが逆に事柄の本質を見失わせているよ

うに思われる
1)
。また，いくつかの違いはあっ

ても「農奴制」段階の諸制度をすべての諸国は

経ているという事実の前には，チベット社会を

特別に遅れた社会であったかのように言う議論

は問題である。筆者はそうではなく，チベット

農奴制が持つ他の社会との共通性を史的唯物論

のフレームワークで明確にすること，またその

農奴制自体も 20 世紀に入って相当に崩れてき

ていたこと，そしてだからこそ，1959 年以来の

「解放」がその歴史の流れに沿っていたことを

主張できるのではないかと考えている。

しかし，こうして中国政府の主張を批判する

ことはダライラマと亡命政府の主張を支持する

ことにはならない。彼らの主張にはこの旧制度

を「理想郷」のように描くものや，農奴制自体

がなかったかのように言う議論など，まったく

問題外のものも多い。また，チベットの殆どが

牧畜地域であるとする議論も誤っている。青海

省のチベット族地区を見ているとチベット族地

区とは「牧畜地域」であり，チベット族とは「牧

民」であるとの印象を強くするが，たとえ面積

的にはそうであっても人口的にはそうでないこ

とを知らねばならない。たとえば，Grunfeld

［1987］は邦訳 13 ページで農民の割合が全体

の 60％を占めたと述べている。

実際，チベット族地区の中心をなす「中央チ

ベット」の地域に入ると一面ハダカ麦の世界と

なり，ヒマラヤの雪解け水の恩恵を受けて非常

に豊かな農業地帯となっている。筆者もまた，

この地区の一部をなすラサとシガツェ地区を訪

問し，特に 2008 年と 2010 年の訪問時には後者

に残る唯一の「荘園屋敷」であるところの「帕

拉荘園」の旧荘園主邸跡を管見することができ

た。この荘園主はダライラマの副長官も務め，

1959 年にダライラマと共にインドに亡命して

亡命政権の高級幹部ともなっていたから，その

意味でも歴史的意味を持つ建物である。この荘

園主は 25 の荘園，3000 人の支配人口，7000余

頭の家畜を保有し，その 3000 人は「差巴」（租

税を払う比較的大規模な農奴）1750 人，「小戸」

（土地を少ししか，ないしまったく支給されな

い農奴）60 人，「朗生」（奴隷）160 人，牧民 80

人，政府「差民」（役人）350 人，政府「差巴」

500-600 人によって構成されていた。ただし，

この「差巴」と「小戸」の比率は 1959 年直前に

激変する。このことは後に述べるが，まずはこ

こでは，牧民 80 人と一部の「朗生」以外の被支
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配民はすべて農民であり，農業を主とする地域

であるということを確認しておきたい。この

「農奴」が今回の研究対象である
2)
。

なお，この「農奴」を論じる前に，それが「朗

生」と呼ばれた「奴隷」とは異なることについ

ても言及しておきたい。彼らの多くは，生産的

労働に携わる「農奴」ではなく，見られるよう

にすべて荘園主の住む村にいた荘園主の従属人

口であった。この「帕拉荘園」の部落では，40

戸の全人口の 70％＝160 人がそれにあたり
3)
，

実のところ，筆者も 1959 年までその身分にい

たらしき老人にも現地で会った。しかし，これ

は生産人口ではなく，当時のチベットの基本的

な生産関係ではない。我々が研究対象とするの

は，やはり「差巴」，「小戸」を主とする「農奴

制」である。

Ⅱ 通説と通説批判

１ 通説における三種類の農奴

しかし，この「農奴（serf，チベット語でmi

ser）」として存在する「差巴」，「小戸」の実態は

どのようなものだったのだろうか。異説の存在

は後で論じるとして，まずは後者の「小戸」を

さらに二分して三種類の存在形態を析出する

「通説」たるGoldstein［1971a, b］の議論を紹

介すると次のようになる。

まず，第一のカテゴリーは「差巴（チベット

語で khral pa）」であり，賦役以外の税も課され

た農奴として「支差者（taxpayer）」と書かれる

場合もある。彼らは比較的大きな土地を世襲的

に配分されるため，土地には名前が付けられた

（日本史の言葉では「名田」ということになる）。

ただ，この権利に相応した税の重課があり，ま

た，その土地への緊縛もあった。

また，第二のカテゴリーは，非世襲的な土地

の小さな配分しか受けないため賦役以外の税は

義務付けられない農奴で，チベット語では dud

chung，漢語では「堆窮」ないし「小戸」と表現

されるものである。土地面積は狭いが，やはり

土地に緊縛されているので，Go ldste in は

「“bound” small householder」と表現している。

最後の，第三のカテゴリーは，同じ「堆窮」

ではあっても土地の配分をまったく受けない種

類のものであり，つまり “bound” ではないタイ

プの「堆窮」（小戸）である。このため，このタ

イプの農奴は各村がチベット中央政府のために

提供する軍役のために雇われたり，第一のカテ

ゴリーたる「差巴」の「小作」となるなどしな

ければならなかったが，誰に雇われるか，どこ

で雇われるかは自由ということでは「自由」で

あった。そのため，農奴主（領主）の彼らに対

する保護の義務も，代わって彼らの農奴主に対

する義務も小さなものとなったが，義務がない

わけでもなかった。つまり，彼らを雇う雇い主

は彼らに報酬を支払うとともに，その農奴の主

人（農奴主）にも「賃貸料」を支払わねばなら

なかったからである。これは，この種の農奴が

農奴主の一種の「持ち物」であったことを意味

する。農奴主から土地を借りる者は土地の賃貸

料を払わねばならないのと同様に，労働力を借

りる者はその労働力の賃貸料を農奴主に払った

のだと考えるとつじつまが合う。そして，この

ために，この種の農奴は漢語で「人役租」

（Goldstein［1971b］は “Human-Lease” と直訳）

と呼ばれた。なお，彼らは農奴主に対して賦役

の義務も負っていた
4,5)
。

ただし，この３層の「農奴」は本来，１層で

あったものと考えられている。当初の「農奴」

は第一カテゴリーの「差巴」のみであったと言

うべきか，それとも当初は彼らも第三カテゴ
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２）ただし，「農奴制」はそのまま「荘園制」を必ずし

も意味しない。「荘園制」は農業地区の主要な制度

であったが，蔵北牧区は「封建部落制」をとり，ま

た農業でも「小作制（租佃制）」をとるところもあり，

張［1998］は，そうした非荘園制地区の人口が全チ

ベットの 45.5％を占めたとしている。

３）これらの数字は，徐［1999］による。



リーの「人役租」を小作として「雇う」ことが

なかったので，第二カテゴリーが基本であった

と言うべきか，ともかく，「小作」もなければ，

「人役租」もなかった。それがモンゴルがこの

地に入って分解した農民層を整理した 13 世紀

の「農奴制」である。チベットでは，吐藩期に

日本と同じく中国の唐から一種の均田制が導入

され，当初は「土地国有制」のもとで土地の均

等配分がなされたが，その後，奴隷の大規模な

蜂起→吐蕃王朝の解体下に「自耕農民」が成立

していた。しかし，さらにその後の農民層の分

解がこうした「農奴制」の成立基盤となってい

た
6)
。日本で言えば，律令体制下に確立した土

地国有下の均等な土地「保有」状態が崩壊して

名主を荘園領主とする「荘園体制」が成立した

のに相当する。時代もそう変わらない。ただ，

この「農奴制」も 18 世紀から解体を開始して，

このような３層構造となっていたのである。

なお，これら三種の「農奴」が「農奴」とし

て一括されうる存在であることを傍証する事実

として，農奴主と「農奴」の間の階層移動はな

かったが，「農奴」間の移動はあったという事柄

がある。ここで，「堆窮」や「差巴」から「人役

租」への移動は重税を嫌ったもので，また一妻

多夫制「差巴」の一部の夫が動産の一部を譲り

受けて「人役租」へなるというものもあった
7)
。

「人役租」はもちろん土地がないことによる不

利益もあったが，農奴主の安全保障義務がない

という難点もあった。それでも「人役租」に転

じた者がいたことは，「人役租」が他の「農奴」

と比べて特別に低い地位にいたわけでないこと

を示している。このために「農奴」として一括

されるとともに，むしろその自律性を強調して，

近代的資本主義的な性格を主張するものもあ

る。

２ コールマンの通説批判

その代表が Coleman［1998］である。Cole-

man［1998］は修士論文の一部にすぎないが，

この論点をクリアーに指摘しており，かつ書誌

検索で簡単に入手できたのでここではこれを参

照する。

その Coleman［1998］の主張であるが，この

「人役租」の自律性を強調して，「人役租」を呼

びもどす農奴主の力にも限界があったとしてい

る
8)
。先に見たように「人役租」もまた本来「農

奴主の持ち物」であったから，遠方に働きに出

ていても，何かの際に本来呼び戻せる性格の存

在である。それ故，現実に農奴主の「呼び戻し」

が発動されたことがあったが，そのうちのいく

つかは実現できなかったというのである。確か

に，この「人役租」は他の農奴に比べて自律性

が高く，かつ「差巴」や「堆窮」が意図してそ

の身分に転換することもあったという意味で

は，これらを「農奴」と呼べるかどうかを論じ

る上での重要な論点のひとつである。したがっ

て，次節ではこの論点を詳しく検討したい。

また，Coleman［1998］の通説批判は「人役

租」についてだけではなく，「差巴」の評価など
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４）ただし，「堆窮」の中には土地も持たず，かつ賃労

働や小作にもならずに家内商工業に従事する者も多

く，第二カテゴリーと第三カテゴリーの連続性を示

唆している。たとえば，西蔵社会歴史調査資料叢刊

編輯組［1988］pp. 46-47 で紹介されている５戸の「堆

窮」は酒造，放羊，裁縫，臨時雇いと靴・衣服の製

造，死者の服や薪を売っての生活となっている。一

部は賃労働，多くは土地なしで可能な個人営業と

なっている。

５）この三種類以外にも貴族や寺院に帰属せず政府に

直属するタイプの農奴も存在したが，農奴の経済的

地位は上記のものと基本的に変わらなかった。たと

えば，Grunfeld［1987］邦訳 12-13 ページ。

６）このあたりの歴史認識は申［1998］によっている。

７）徐・鄭［2000］p. 66。

８）チベットの大貴族であった Sambo 家が 3000名の

「人役租」を呼び戻そうとしたが，その内のどれ位

が実際呼び戻せたか分からず，またそのような「呼

び戻し」はめったになされなかったという主張であ

る。Coleman［1998］p. 8。



についても行われている。たとえば，彼らは上

述のように「人役租」に土地を貸し出して「地

主」として振る舞うこともできたし，僧となる

ことにより農奴主への納税義務を免除されるこ

ともできた。また，彼らは時には農奴主に土地

の追加配分要求も行っていたし，農奴主による

重課税や土地配分の変更に対し，より高位の農

奴主や中央政府に訴えることもできた。つま

り，これは無権利ではなく，「農奴」という評価

を超えるもの，より地位の高い近代的な性格を

持ったものであるという主張を行うのである。

Ⅲ 論争の評価

したがって，我々の問題は，こうした批判の

論点をどう捉えるかというものとなる。筆者の

考えでは，Coleman［1998］の後半の論点の「僧

となることにより農奴主への納税義務を免除さ

れることもできた」という点はあまり重要な論

点とは思えない。なぜなら，通説における「三

大領主」つまり「三大支配階級」は貴族，政府

であるとともに寺院であり，それは農奴層から

の僧の供給を必要としたのであるから，それを

支援する制度が同じ支配階級内で整えられただ

けのことである。つまり，この「僧となること

により農奴主への納税義務を免除されることが

あった」という事実は，支配階級に対する農奴

層の地位の高さを示す事実と言うことはできな

いからである。

とすると，何が検討されるべき論点として残

されるのか。筆者の理解では以下の４点とな

る。

１ 13-20 世紀初頭に「農奴制」は確かに存在

した

その第一点は，Coleman［1998］の主張は正

しくとも，それは 19 世紀末ないし 20 世紀初頭

のことにすぎず，この時期の「農奴制」はすで

にある程度解体をしていたことの証明にしかな

らないということである。たとえば，「人役租」

の生成も 18 世紀以降のことにすぎず，前述の

ように本来は「差巴」ないし “bound” タイプの

「堆窮」のみが存在する単純な農奴制が存在し

た。その時点では Coleman［1998］の反論は成

り立たないということである。

このことを示すために，農奴制「解体」を反

映するいくつかの指標を示せば次のようにな

る。たとえば，Goldstein［1971a, b］によると

「帕拉荘園」の南東 40 マイルにある Samada

村の農牧並存型の「政府荘園」では 40 人ないし

45 人で構成される８戸の「合作差巴家庭」と

280 人の「人役租」がいたと書かれていて，これ

はこの地で「人役租」がマジョリティーであっ

たことを示している。論文ではこの時期が正確

に読み取れないが，20 世紀前半期の数字と思わ

れる。

また，「帕拉荘園」内のひとつの村である班覚

倫布村について徐・鄭［2000］67 ページが提供

する数字では，20 世紀前半に当初 44 戸であっ

た差巴が解放前に 18戸に減少し，当初 16戸で

あった堆窮が解放前に 48戸になったとして差

巴から堆窮への急速な階層変動が示されてい

る。1955 年の水害調査統計でも差巴 584 戸に

対し堆窮は 1212戸であり，また別の調査では

全戸数 1186戸の内，差巴が 427戸であるのに

対し堆窮は 759戸であったとしているので，こ

こでもこの時期の階層変動の激しさがうかがえ

る。つまり，Coleman が見ているのは，こうし

た階層変動後の 19 世紀末ないし 20 世紀初期・

前期の事情であって，それによってチベットに

農奴制がなかったとは言えないということであ

る。

また，さらに関連して述べると，Coleman

［1998］は７世紀のソンツェンガンボの頃に農

民が自由に土地売買をできたと主張している

が，それは逆に「農奴制」以前の社会制度と言

うべきである。チベットでは，こうした時期を

経て 13 世紀頃に農奴制が成立したのである。
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なお，この農奴制は，中村［1977］の定義を

利用すると「封建的農奴制」となり，期せずし

て中国政府の公式見解と一致する。土地国有下

の「国家的農奴制」ではなく，貴族や寺院が主

に土地を所有しているからであるが，どちらの

タイプの農奴制であったかということ以上に，

どの国にも存在した農奴制がここにも存在した

のだと理解することが重要であると筆者は考え

る。その意味では，今度は中国政府がチベット

の異質性を強調するのには賛成できない。どの

国もが通過する必然的な歴史の段階をチベット

はこの時期にこの形で経験していたという理解

が適切であると考えるからである。

２ 土地緊縛と農奴制

また第二に，Coleman［1998］が強調する階

層間の，あるいは土地の「流動性」もまた農奴

制解体期か農奴制成立以前のことにすぎない。

しかし，それでも彼がこの流動性，すなわち農

奴の土地緊縛の問題に注目したこと自体は農奴

制理解の上で非常に重要な論点であると筆者は

考える。

というのはこういうことである。Coleman

［1998］がこの点を強調する背景としての上昇

「差巴」を「農奴」と言えるのかどうかといっ

た疑問が存在するが，彼らが如何に上昇しても

「土地緊縛」の状態にあるということこそが「農

奴」の決定的な特徴であると考えられるからで

ある。つまり，「奴隷制」と区別された「農奴制」

が成立するには，農業における土地利用の集約

化がある。ここではもはや粗放農業＝移動農業

はなされない。となると，ある一片の土地を耕

作民に国家や領主が分け与えれば，耕作民はそ

の土地から離れられなくなるからである。筆者

の考えではこれこそが「農奴制」の基本的内容

であった。

重要なことなので繰り返すが，鎖でつながれ

ていない農奴はなぜ農奴主に搾取され続けるの

か。それは，この時期においては決定的基本的

な生産手段は（集約度の高まった）農地となっ

ているから，耕作者はそれなしに生きていけな

い，それにしがみつくしか方法はなくなってい

るからである。今や農業は粗放的，移動的なも

のではなくなったからである。奴隷制と違い農

奴制において人間への直接的支配が不要になっ

たのには，こうした土地集約度の上昇という技

術的生産力的な理由があった。ついでに言う

と，この「土地」の重要性の高まりは土地メン

テナンスの重要性，開墾インセンティブの重要

性を伴うが，それにとっても農奴たちに「土地

を与えること」，そしてその土地の下級所有権

（占有権）を制度化することが重要であったの

である。

したがって，ここチベットにおいても「農奴」

に見えない上昇「差巴」も土地緊縛の状況にあっ

たということ（土地売買ができなかったという

こと）は決定的に重要であり，この意味でやは

り「農奴」であったと定義しなければならない。

もちろん，先に述べたように上昇「差巴」は「人

役租」を小作として利用したり雇用したりして

いたという意味では「搾取者」でもあったが，

それは搾取関係が二重化していたという理解が

妥当であろう。もちろん，これは「人役租」が

生じ，「差巴」の中での分解が進行して以降，つ

まり農奴制解体期でのことであるが，である。

なお，この点で補足しておきたいのは，こう

した「二重の搾取関係」として有名な「二重の

地主制」（ザミーンダール制（定額金納の慣習地

代）とバルカ制（高率分益地代））で有名な英領

インドのベンガル地方は，この地のすぐ近所で

あるということである。これは特に上述の「帕

拉荘園」について言え，1904年に英領インドか

らの侵略軍がここで激戦をしたことにも表現さ

れている如く，インド・バングラデシュ（特に

ベンガル地方）にもっとも近い地点にある。ま

た，この「二重の地主制」が 19 世紀末-20 世紀

初頭に成立したという時期的同一性にも注目し

ておきたい。
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３ 農奴制解体の原因としての商工業の発展

このように考えてくると，実は自然に浮かび

上がる疑問があり，それは以上のような「土地」

を持たない「人役租」が極めて特殊であるとい

うことである。そして，実際，彼らも「農奴主

の所有物」として「束縛」の対象にあったもの

の，それでもその束縛の力は弱く，よって

Coleman［1998］が言うように近代的性格を持っ

た存在として理解する可能性は存在した。もち

ろん，そうは言っても前述のように農奴主は「人

役租」の雇い手から賃料を請求する権利を持ち，

またいつでも呼び戻せる権利を少なくとも形式

上は維持していたが，である。

したがって，やはり「人役租」のような自由

度の高い階層の発生は，それ自体として明らか

に農奴制が解体過程にあったことを示してお

り，この時期に増えたと言われている逃亡農奴

も同じ意味合いを持っている。そして，もしそ

うすれば，こうした「人役租」や逃亡農奴増大

の原因は何であったかが問われなければならな

いが，それは以下に述べる理由で「農業」以外

の分野における職業（賃労働）の成長と考えら

れる。たとえば，軍役の「人役租」への依存の

強まりも，この変化を反映している。

というのはこういうことである。Goldstein

［1971b］によると，本来領内の農奴が軍役を

直接果たしたものが，末期には「人役租」が雇

われて軍役に従事するようになっていったから

である。これは各農奴が軍役を直接提供するの

ではなく，現物ないし金銭で提供するように

なったことを意味し，これがたとえ「現物」に

よるものであったとしても，軍務を担う「人役

租」に賃金を支払うためには農奴主はある程度

貨幣経済に組み込まれていたことが条件とな

る。つまり，商工業が農業の外部で発展してい

なければならなかったということになるのであ

る。もちろん，「人役租」は軍役以外にも多くの

商工業部門で従事していたから，この社会階層

の増大自体が商工業の発展を反映していたこと

になる。これは先に述べた注４の事例でも明ら

かである。

しかし，この変化は農奴主階級には望ましい

ことではなかった。というのは，この結果とし

ての「人役租」の増加は自身の支配力の弱い階

層の増大を意味し，より直接的には商工業の発

展自体が「農地付与」による農耕民の緊縛を解

体することになるからである。もちろん，この

ような状況の下では逃亡農奴も増大した。

Goldstein（［1971b］p. 528）はこの背景に人口

不足があったと主張するが，人口減よりは職業

選択の幅の拡大と捉えるべきであると筆者は考

える。

こうした変化が農奴主階級にとっての困難を

意味したことを示す「事件」があった。という

のは，20 世紀初頭に清朝政府のアドバイスでダ

ライラマ 13 世がラサに設置した「農業事務所」

は，３年以上逃亡した「人役租」を元の農奴主

から自由にし「農業事務所」所属の「人役租」

としての身分を与えようとしたのである。この

試みは農奴主層の反対で失敗したが，これはダ

ライラマ 13 世と清朝政府が農奴主階級と闘い，

逃亡農奴の直接支配を狙っていたということを

意味している。また，逃亡農奴の大量発生と「人

口不足」で耕作されずに放置された土地を彼ら

に割り当てて，生産力の発展を図ったとも言え

るので「革命的」であった。この意味で，前代

のダライラマ（現在のダライラマではない）や

清朝政府はすでに 20 世紀初頭から改革を開始

しようとしていたのである。したがって，中国

政府は自らの解放以前に何らの革命的試みもな

かったのではなく，すでに 20 世紀初頭から開

始されていた改革の延長に自らの解放事業が

あったと言うべきである。

なお，もしこのように理解することができれ

ば，農業部門における農奴制の解体は農業自身

の発展によってではなく，都市手工業などの非

農業部門の成長によってもたらされたこととな

り，これは経済史学上，非常に大きな重要性を
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持つ
9)
。そして，筆者もまた「資本主義」の開始

を産業革命に始まる工業部門中心の資本蓄積的

社会の開始と捉えるから，上記の理解と親和的

である。チベット農奴制の問題を政治的イ

シューとしてではなく，純粋に学問的に深める

意義があると考える理由はここにある。

４ 農奴解放による生産力の発展

ゴールドステインとコールマンとの論争から

考えるべき最後の論点は，上記農業事務所の役

割とも関わるが，中国政府による農奴解放は結

局生産力発展に寄与したのかどうかという点で

ある。マルクス主義の判断基準は「正義」では

なく「生産力」であるから，このような視角か

らの判断でなければならない。そして，もし「生

産力発展」に寄与したのであったのならば，過

去の制度はすでに「生産力発展の桎梏」と化し

ていたこと，したがってその破壊は進歩的革命

的であったということになる。

しかし，この点についての言及はゴールドス

テインにもコールマンにもなく，別の文献を当

たらねばならない。そして，その点では徐

［1999，2000］および徐・鄭［2000］，特に徐［2000］

に示された以下の表がもっとも分かりやすい。

班覚倫布村は上でも言及したが「帕拉荘園」

内の１村である。「先進地域」の１村の数字に

すぎないが，まずは十分な証拠となっていると

思われる。

５ 実証分析の課題

こうして，チベット農奴制に関わるいくつか

の論点から，とりあえず４点の結論を導いた。

繰り返せば

① 19 世紀末-20 世紀前半期の事情から過去

にチベットに農奴制がなかったかのように

言うことはできないこと

② それを「農奴制」と呼ぶ上で土地緊縛は

決定的な基準であること

③ 19 世紀末-20 世紀前半期には商工業の発

展により農奴制は解体過程にあったこと

④ 1959 年に始まる農奴解放で生産力の発

展が見られたこと

である。

しかし，これらはまだ，これまでの論争をフォ

ローする中で導いた暫定的結論にすぎず，筆者

自身の独自の推計作業によるものとはなってい

ない。そのため，続稿にて独自の推計作業を行

う。具体的には，

① 農奴制解体を導いた商工業の発展が特に

20 世紀前半期にあったこと

解放前チベット農奴制の状況と解放の効果について（１） 7

９）同様の論理で明治期地主小作制の解体を論ずるも

のに友部［2007］がある。

第１表 班覚倫布村農奴解放前後の主要食物消費量の変化

年 代 農奴解放以前 農奴解放以後

項 目 総 量 一戸平均 人口平均 総 量 一戸平均 人口平均

ツァンパ（kg) 12100 366.6 61.11 21590 584 140

麺（kg) 2984 90.42 13.89 786.3 21.3 5

茶葉（塊) 92 2.787 0.5257 472 12.75 2.5792

菜種油（kg) 0 0 0 31.5 0.85 0.17

羊（頭) 12 0.364 0.0706 19 0.513 0.1038

バター（kg) 108.9 3.3 0.63 250 6.76 1.37

出所）徐［2000]



② 技術的にも農奴への土地解放が生産力発

展に寄与する状況にあったこと

を統計的に明らかとする。
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