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東アジア稲作農法の発展論理に関する一考察

保   志   l陶

1.問 題 の 所 在

日本農法を世界史的な農法発展の上に位置づけ

てとらえようとするとき, どうしても解明してお

かなければならない問題として,常に議論の残る

のが水田と畑作における農法的差異ということで

ある。先般刊行せる拙著1)に おいて, 筆者は農法

再構成のメカニズムを土地所有形態と農法の二側

面から論じ,農法再構成の展望として,輪栽式→

専門化集約方式→高度多角輪栽方式なる発展系列

を措定したのであった。この農法再構成の発展系

列じたい,なお一つの試論の域を出ないものであ

るが,こ れに対する批判として,筆者の分析対象

としたのが,ア メリカ農法や北海道農法など畑作

大経営農法であること,その発展系列
一

とくに

輪栽式といった rotationに 基本を置 くシステムー

ーが果して機械的に日本の水田農法
―

単作・連

作的なシステムを伝統的にとってきた
一

に適用

出来るものなのかどうか,と いうことがあった2)。

たしかにさきの拙著における弱点の一つは,再

構成論がいまだ一個の理論的な展開に止まってい

ること,日本の土地所有,日 本の農法の歴史的検

討ないし再構成の展開まで論じていないことであ

る。筆者の考え方として,理論的な,世界史的な

視野と日本農業の実態分析というものを常に結合

させてゆきたいのであり,両側面から追求して初

めて本質に到達出来ると考えている。そのさい,

どちらから入るのが適切であるのか,いちがいに

は云えないが,再構成論のような新しい領域のば

あい,理論的な追求を先にせざるを得なかったの

であり,そこでの理論的基準をよりどころとして

日本農業をとらえ,日 本農業分析の中で,又反作

用して理論的基準を豊富にするという弁証法的相

互作用を予想していたのである。農法論という領

域についても然 りであって,まず資本主義的大経

営農法として,現段階において世界の最高水準を

ゆくアメリカ農法を分析 し,その優位性や欠陥を

とらえるということを先にやってみたのである。

ただ,も ちろん,そ こで,畑作大経営農法を分

析 して,日 本農法再構成のよりどころとするとい

う方法をとったということは,畑作と水田という

ものの農法発展の論理の普遍性を認めるという立

場に立っているからであって,農法研究史につい

ての筆者なりの整理があるのである。そこで小稿

ではまずそれについて簡単にふれつつ論点をしぼ

りたい。

一般的に,西欧農法とアジアの農法との発展論

理を把握するばあいに二つの異なった立場がある

ことはよく知られている。一つは,両者の間に範

疇的異質性を認める立場であり,い ま一つは,普

遍性を基調に,それをモディファイするものとし

て,風土的,歴史的条件のちがいからくる形態的

特殊性を認める立場である。前者に属する議論と

して,かつてはウィットフォーゲルの「園芸的農

耕方式論」3)が あり,飯沼二郎の「将耕的風土,非

得耕的風土論」4)あ るいはそれを訂正して展 開 さ

れた「休閑農業地帯,中耕農業地帯論」5)がある。

又,栗原藤七郎の『東洋の米,西洋の小麦』6)も ,

論理構成においてかなりに風土論的色彩を帯びて

いた。そしてこれらの論点について,筆 者 と し

て, 種々の機会に批判を加えたことがある7)。 そ

れらを又ここでくりえそうとも思わないし,又包
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括的に整理するほどの研究段階にきているともい

えないであろう。やるべきことは,論点をあるて

いどせまくしばって詰めるという作業を積み重ね

ることであろう。小稿では水田灌漑 (長期湛水)と

の関わりあいにおける作付方式 (多毛作・連作・輪

作)の問題にしばって検討してみたいと思う。

さて,農法展開における水田灌漑の意義づけに

ついて,農法発展の世界史的普遍性の基調の上に,

最も明確な論理を提示されたのは加用信文であ

る。曰く「 日本の農法のメカニズムは,畑作とい

わず水田といわず共通のメカニズムの上に立って

おり,その共通のメカニズムが水田農業において

は『水』によってモディファイされたものとみる

べきであって,逆に『水』によって,その農法的

メカニズムが説明さるべきではない。水日=灌漑

農業の偏重観は,封建時代の貢米中心の,いわば

官房学的な見解の延長であり,明治以降は,米に

よる孤立農業化の国粋的見解につながるものであ

る」8)。
畑と水田との農法展開のメカニズムの共通

性の確認は,東アジア農法の源流が外ならぬ華北

の畑作農業であり,その畑作農業のメカニズムが

江南水田農業をも支配するものとなっているとい

う歴史的経過によっても実証し得よう。「元来 ,

東アジアの農業の性格をいわゆる水田=灌漑農業

として『水の理論』で一元的に把握しようとするの

は行きすぎであって,そ こに存在する畑地農業の

メカニズムを解明しえざることになる。従来東洋

における畑地農業を水田農業の従属的なものとし

て軽視しようとする見解が強いが,東洋的農業の

典型とされる中国農業においては,その発祥地を

ほかならぬ華北の畑地農業にもち,しかもその乾

燥的風土 (年降水量 500ミ リ程度)に約二千年前に形

成されたいわゆる乾地農業 (dry faming)一  『斉

民要術』にその定式化をなるところの
一

こそが

その後発展した江南の水田農業をも支配する農法

的『原型』をなすことに注意さるべきであろう」9)。

さてこのように華北早地農法を原型として東ア

ジア農法をとらえるとき,その本質をどうとらえ

るのか,そして,水がモディファイするというと

き,その内容をどうとらえるのか,と いう問題が

生ずる。これについては,加用信文自身の見解の

積極的展開はみられないが,『斉民要術』の訳業に

基づいて熊代幸雄によって,優れた見解が与えら

れている。すなわち,『要術』に定型化された農法

を手将耕支柱の「亜輪栽式農法」と規定 し,こ の

農法が江南に展開した水稲作に継承され,灌漑の

発達が響耕を一部補合,代替する役割を果すこと

によって手褥耕農法をその極限にまで展開せしめ

たとするのである。曰く「水田灌漑農法において

は,灌漑水のもつ土壌の粉砕作用等は,その限り

では耕なに代替する。この意味では水田灌漑農法

のこれまでの発達は梨耕体系の展開を阻上してき

た。手播,手褥耕がより広汎に支柱となるわけで

ある。この点本来の東アジアの乾地農法に規定さ

るべき本質=手将耕は,水田農法においてその極

致に達するといえよう。東アジア農法を規定する

手繹耕,およびその基底にみられる梨耕体系未民

開こそが,最も本質的な特質である。東アジア農

法は水田灌漑農法であるという点に特質づける従

来の規定は一面的なものとして,わた くしは新た

に『手将耕農法』として特質づけを……試みた」10)。

このように,筋骨系労働用具の発展段階に基本的

に着眼し,「水」=水田灌漑をそれとの関連で位

置づけることによって,ウ ィットフォーグルらの

アジア的停滞論を克服した点は,こ の把握におけ

るメリットであり,東アジア農法把握に信頼して

依拠しうる立脚点を与えたものといえよう。

しかしながら水田灌漑の機能を手褥耕を極致に

までおしすすめ,梨耕の展開を阻上したという把

握のみでは,灌漑という技術要素のとらえ方とし

て,なお十分とはいい難いであろう。筆者はその

点に関し,水田灌漑についての議論にまではいた

らなかったが,早地保塙農業の展開において灌漑

が保水的休閑耕を上揚し,多毛作的な集約栽培発

展の条件を与えたことを論証した11)。 また,山本

秀夫は,中国農業の多毛作=集約栽培制の発展を

可能ならしめた基礎条件として人工灌漑の普及,

発展があったとし,「灌漑の発展→輪作・間作・

套種 (多毛作指数)の発展→梨耕体系の未展開 (手

褥耕原則の継承)→灌漑のいっそうの発展→多毛作
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化のいっそうの発展→手褥耕労働のいっそうの発

展,と いう循環運動こそ,『園芸的農耕』方式の

法則」とするシェーマを設定された12)。

こうして,手得耕体系を基調とし,間作・套種

0移植栽培法と結合して,灌漑が若千の肥料補給

機能,土壌消毒機能をも伴って多毛作的な集約農

法の展開を促進してきたことはたしかなことであ

ろう。

ところで議論が更に発展して,栗原藤七郎の次

の様な法則化にいたると疑間なしとしない。曰く

「水田経営方式の発展段階は,畑作経営方式のそ

れと本質的にちがうものとはいえないが,その現

われ方は著しくちがっている。畑作農業における

最後の段階である輪作式に相当するものは,水田

農業では水日の多毛作方式であるといえるであろ

ぅ。」13)こ こでは,畑作の輪作式と水田の多毛作方

式とが対立的にとらえられている。ではその根拠

はいかに説明されているかという点になると,必

ず しも十分な論理的展開はみられない。栗原の説

明によると「アジアの水田農業は無家畜あるいは

家畜少なく,しかも稲を数千年にわたって連作し

て,と もかくその地力を維持してきたのである。.

これはアジアの高温多湿の気候と,これに適応 し

た水の作用と人間の力がヨーロッパ農業における

家畜の働きに代位したからである。」14)と ぃぅこと

になる。ここでは無畜,有畜の差から輪作方式と

多毛作方式との差が論ぜられている。

栗原の認識において基本的に疑間とせざるを得

ないのは,多毛作方式と輪作方式とを対立的にと

らえていることである。これは事実に照 ら して

も,論理的にも正しいとはいえない。多毛作は,

年間の土地利用度(資本の回転率表現)であり,輪作

方式は,前作,跡作の関連での土地利用方式 (経

営資本,土地資本の投下方式)であって,異質な概念

である。連作と輪作ということなら,対立概念と

なりえるが,多毛作と輪作とは競合しない。否む

しろ,農業技術の内的,必然的な展開は,多毛作

は,地力維持,労働配分,雑草防除の観点から,

輪作を要請するのである。この点本稿において実

証的に明らかにしたことである。対立させたいの

は,単作,連作的な多毛作 と,輪作的な多毛作 ,

あるいは零細農耕 。手褥耕基調梨耕未展開の多毛

作と,大経営・梨耕展開における多毛作である。

わが国における作付方式の展開においては多毛

作とい う方向自体も十分に展開をとげているとは

云い難いし,存在する多毛作形式も手褥耕基調で,

浅耕で地力再生産の基盤を欠 く多毛作であった。

多毛作の十全な展開はむ しろ輪作方式の発展を要

請するのであって両者は相互補完的なものといい

うるのではないだろうか。この点は,わが国の稲

作よりも多毛作と輪作とがより結びついて展開し

てきたし,そ ういう方向を現在でも強 くもってい

る中国農法の展開のなかで実証出来る よ うに 思

う。本稿ではその点の検討を主眼とし,併せて ,

同じアジアの稲作農法であ り乍 ら,相対的に輪作

展開の弱い日本農法との差異のよってきたる理由

について若干の考察を行いたいと思 う。

注

1)拙著『戦後日本資本主義と農業危機の構造』

(御茶の水書房,1975年 )。

2)拙著に対して,書評,あ るいは研究会,検討会

などで,種 有々益なる御批判を頂いたことは感謝

にたえない。諸論点についてこんごに検討を深め

たいと思っているがここではその中,農法再構成

論上の一論点にしばって,御批判に対する回答を

兼ねたい。

3)Karl A.Wittfogel,“ Wirtschaft und Gesellschaft

([)hinas, Versuch der Wissenschaftlichen Analyse

Einer Grossen Asiatischen Agね rgesen“haft,

Erster Ten,1931.邦訳『解体過程にある支那の経

済と社会』(上,下,1934年 )。

4)飯沼二郎『農業革命論』(創元社,1956年 )。

5)飯沼二郎『 日本農業技術論』(未来社,1971年 )。

6)栗原藤七郎『東洋の米,西洋の小麦一―比較経

済論的研究』(東洋経済新報社,1964年 )。

7)拙稿「農業技術論」『農業経済研究入門』(新版)

(東京大学出版会,1966年 )。 書評「東洋の米,西洋

の小麦―一比較経済論的研究」『農業総合研究』

(第 19巻第 2号,1965年 )。「華北早地農法展開の論

理」『農法展開の論理』(御茶の水書房,1975年 )。

8)加用信文『 日本農法論』 (御茶の水書房, 1972

年),41～ 42頁。

9)同上書,41頁。
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10)熊代幸雄『比較農法論』 (御茶の水書房,1969

年),303頁。

11)前掲拙稿「華北早地農法展開の論理」参照。

12)山本秀夫『中国農業技術体系の展開』 (ア ジア

経済研究所,1965年),27頁。

13)栗原藤七郎『前掲書』79頁。

14)同上書,78頁。

2.中国稲作の展開と輪作

まず,中国稲作の歴史的展開における多毛作と

輪作の実態について明らかにしておこう。中国の

水田においては多毛作と輸作方式とは比較的に相

併行して展開しているのである。これを解放前と

解放後とにわければ,も ちろん農業集団化が達成

され,大規模土地利用と集団的労働組織に支えら

れている解放後において合理的な輪作体系が発展

しているのであるが,1解放前においても日本の状

況と比較するならば,相対的に輪作的なのである。

そして,そ うした一定の伝統の上でなければ,解

放後一挙に輪作方式が急展開しうるわ け で もな

い。水田農法というとき,われわれは,日本と中

国とを大体同じ性格のものとしてアジア的と一括

して扱い勝ちなのであるが,手将耕体系という基

調においてたしかに同質でありながら作付方式あ

るいは地力維持方式において若干の相違があるこ

とに注意しなければならない。さて,輪作方式の

実態についてまず解放前の状況を検討 してみ た

い。

フグナーは,中国水田農業の耕作方法の説明に

おいて,西北諸省および北部諸省の山地において

は 1年 1作であるが他の諸省においては少くとも

2作,夏作と冬作の栽培が行われていること,し

かも,主作物の間に副作物若しくは後作物を挿入

することで,いわゆる間作套種によって同じ田地

で 1年に3,4回の収獲がえられることも珍らし

くないと,手褥耕的多毛作を指摘したのち,南支

那における輪作の一例として次の図式をあげてい

る。

第 1年 冬作
―

小麦,大麦

夏作
―

米

第 2年 冬作
―

油莱

夏作―
米

この図式についてワグナーは次のように説明を

加えている。「 11月 に乾燥させておき,それから

鋤耕された稲田に,冬小麦若 しくは冬大麦が播か

れ, 5月 中頃までに収穫される。それからその田

に灌漑され,鋤耕され,施肥され,そ して紀で均

らされ,やがて5月 半に苗床で栽培された稲が植

付けられる。それから稲を収穫し,細心な土地耕

作と施肥との後,冬油菜が栽培され,そ して続い

て翌年の夏に,も う一度稲が栽培される。・……冬

油菜の代 りに冬碗豆若しくは刀豆を栽培すること

も出来る」1)そ して又ワグナーは,極南地方で水

稲 2期作と結合した輪作方式のあることを指摘し

て次の様に云 う。「早熟種が栽培される場合には

極南地方では所によっては 1年に 2回の稲の収獲

が得られるのである。第 2回の稲の収穫の成熟が

後れると,次に栽培される油菜はこれを播いたり

などしていないで,苗床から稲の間の濤 に移植

し,稲を刈取った後には,ただ梨返し,新 しい畦

に沿って土を盛 り上げさへすればよいようにする

。ことによってそれを補うのである。」2)こ のような

水稲 2期作も含む江南の輪作方式について天野元

之助の紹介があるので,第 1表,第 2表にそれを

掲げた。この表について天野元之助は,「江南の

水稲栽培のあとにはその裏作として大小麦・豆類・

油菜や緑肥作物としての紫雲英・黄菜子 (金花菜)

・首藉などがうえられ,土地の利用が十全に考え

られてきた。もっとも中国北部はどの輪栽形式の

多様化は見られないにしろ,その土地事情なり,

農家の経済状況によって,いろいろの2年ないし

3年輪作が行われていた。」3)と 述べている。

なお, ジョン・ ロッシング・バックの “Land

UtiHzatbn in China''に 土地利用についての包

括的な調査があり,記述篇についての翻訳がある

が,各地について簡単な叙述なので,統計篇とあ

わせて検討すべきであるが,のちの機会にゆずら

ざるをえない4)。

これらの戦前中国の輪作方式を「組合せ耕種法」

(Fruchtkombination)と して「園芸的農耕」を特徴



第  1  年

夏 作冬  作

水 稲

水 稲

水 稲

水 稲

紫 雲 芙

蚕   :豆

蚕  :豆

油   菜

稲

稲

花

稲

水

水

棉

水

水 稲

水 稲

水稲及び
玉蜀黍

水稲及び
玉蜀黍

小    麦
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第 1表 華中における水稲輪作表 (そ の 1) 民を して反省せ しむ るに足るほど物の本質 と基本

的原理を把握 していることを実証 した。」
7)解

放前

の実態については よ り詳細な資料的検討を要 しよ

うが,従来の研究成果の限 りにおいても,中国農

法が,前作,後作の関連・童科輪作について相対

的に強い注意を払 っていた ことを知 るのである。

注

1)W.フ グナー『中国農書』 (天野元之助閲,高

山洋吉訳,東亜研究叢書刊行会蔵版,生活社,昭

和17年)「下巻」113頁。

2)同上書,113頁。

3)天野元之助『中国農業史研究』412頁。 なお,

あわせて次の様な指摘もある。「江蘇省宝山県の

ごとき棉作が『全邑面積の10分の6,7を占める』

ところでも,第三年目には必ず稲を植えると民国

(1921年 )『宝山県続志』巻 6産業志は述 べ てい

る。」(412頁 )。

4)多様な輪作方式について,J.L.Buch“ Lttd

UtilizatiOn in China'' 1937. Statisticsと こ示され

ていると天野の指摘があり筆者もこれをみたが,

整理するにはなお,若干の準備を要すると思われ

た。バック『支那の農業』(塩谷安夫,仙波泰雄 ,

安藤次郎訳)昭和13年,改造社。

5)ウ ィットフォーグル『解体過程にある支那の経

済と社会』上巻,389頁 。

6),7)F.H.King``Farmer Of Forty Centuries of

Perlnanent Agriculture in China, Korea and

Japan", 杉本俊朗訳『東亜四千年の農民』(昭和

19年)211頁。 ただ中国と朝鮮と日本を一緒にし

ている点は問題である。

3.中国水田農法の現代化と輪作体系

現代中国農法にとって水稲の問題は,一つは多

収穫性の作物である稲作の北進であり,こ こには,

アルカリ土壌の改良,耐冷稲作法の創出などの問

題が生じている。しかし華中,華南の在来稲作地に

おいては,水稲の2期作=1年 3作制を発展させ,

土地利用率を高めることに主眼がおかれている。

だがここで云いたいのは,こ のような多毛作的な

土地利用率の向上という方向は,輪作体系の形成

と矛盾するものではなく,む しろ,多毛作的な展

開は,地力維持上,必然的に輪作体系を要請し,

園芸的集約耕作と輪作方式とは形影相伴う発展を

第  2  年

地方名

江  蘇

1夏 作 冬   作

江  南

油菜又は小麦又は蚕豆

油菜又は小麦

小麦

小麦

北

江

江

浙

蘇

び

東

江

及

浙

稲
小麦又は裸麦或いは大
麦又は蚕豆

小麦又は裸麦或いは大
麦

稲

浙江永康 小麦

休閑

資料 :1)徐 正堅『稲作』による。

2)天野元之助『中国農業史研究』413頁 ,昭和37年農業総合研究所。

第 2表 華中における水稲輪作表 (そ の2)

水

　

　

水

ち

　

　

豆

く
菜

子
花

草
責

　

蚕

第 1年 第 2年

地 方 名

夏 作 冬作

浙江金華

浙江東陽

浙江義鳥

浙江麗水

浙江蘭箱 玉蜀黍

資料 :第 1表に同じ。

づけるものとし,灌漑,施肥,鍬耕と併列してあ

げたのはウィットフォーゲルであった5)。 曰く「北

方から伝承された方法たる<組合せ耕種法>の適

用は,自 然的,並びに社会的諸条件に基づいて可能

なかぎり,シナの全栽培地域の到る処に普及され

た。」6)と 。又ウィットフォーグルの把握の根拠と

なったキングの労作では,組合せ耕種法の優れた

点として次の様な指摘がある。「稲を主作物とし

て選択したことに於て,大量の夏季の降雨がある

にも拘らず,灌漑と排水とを結合した組織を発展

せしめ維持した点において,かれらの組合せ作付

法の体系,肥料として広汎に旦つ永続的に童科植

物を使用している点,土壌の腐植土を維持する緑

肥のための,又堆肥製造のための輪作,作物によ

って吸収された植物栄養素に代りうるあらゆる形

i態の廃物をも田畑に返却してきたはどの殆んど信

仰的誠実さ等の点でこれらの諸国民は,西洋諸国

稲

稲

稲

稲

稲

水

水

水

水

水

稲

稲

稲

稲

稲

水
　
水
　
水
　
水
　
水

豆
　
麦

麦

鳥
　
蕎

蕎

菱

麦

麦

閑

麦

小

大

小

休

小

玉蜀黍

秋 作 冬作 夏作 秋  作

玉蜀黍

玉蜀黍

大 豆

黄 豆

大 豆

小麦

小麦

小麦

小麦

草子

|

浙江松陽 1水 稲 1小 麦 1奏
葉

|
|
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みせていることである。こうした点について,わ

れわれは1958～63年頃の『中国農報』誌上に興味

深い論文を見出すのである。安徽省桐城県での水

稲 2期作の展開にとって,基】Lの必要性から,紅

花草をとり入れていることが述べられている。秋

分のあたり紅花草を套種し,基肥をふやして稲の

安定多収をはかるとする。ただし,土層重粘なる

ところでは秋季の翻耕が出来ないという状況もあ

る1)。 又,江西省においても水稲 2期作の発展は

2期作のあとに緑肥,油菜,蚕碗豆を栽培し,地

力を維持する措置を伴っていることが述べられて

いるが,越冬作物 (11月 前後にうえて,翌年4月 中旬

から5月 下旬に収穫)は気温の低いところで凍害に

あうことが問題とされている2)。 なお,江西省にお

いて 1年 2作の在来システムとして,早 (中 )稲→

晩大豆の農耕方式があり,こ の稲→豆輪作では田

畑輪換を行うので,雑草,病虫害を除き土壌肥力

を高めることに役立っているとし,こ のシステム

は,紅壌性の水稲土壌の地方にあっては長い歴史

を有することが指摘されている。この外,水田総

面積の9.5%を 占めるものとして,早 (中)稲→晩

紅薯→冬作あるいは休閑というシステムの存在す

ることも指摘されている。晩紅薯は大豆にくらべ

て耐早性強 く,水利条件の悪いところにも適する

とする。

土地利用率を高めることと,輪作体系の確立と

は,相併行する問題であることが,だんだんに理

論的にも明確化してくると「用地は養地の目的で

あり,養地は用地の基礎である」という定式化を

するにいたる。郭幸翰はこれについて華容県 (洞

底湖畔)の実態に即して論じているので, その内

容を伺ってみよう3)。 華容県の湖区水田は沖積土

壌であり,ま た肥沃で深 く,年平均気温は 16.8。

～17.5° C,3～ 7月 の平均気温は最低の月でも

10° C以上あるという温暖なるところである。年

降雨量は1500ミ リから1700ミ リ立方メートル,無

霜期間は 254～284日 に達する。このように条件

がよいので水田の大部分は 1年 2作を行っており

部分的に 1年 3作もある。この湖区の栽培制度は

およそ 3類10種 ぐらいある。

第 1類 水稲 2期作を主とする2作制あるいは

3作制 (30～ 40%)

(1)2期早稲-2期 晩稲
一

緑肥

(2)2期早稲-2期 稲
一

油菜

(3)2孵 稲-2期 晩稲
一

冬水 (冬期潅水)

第 2類 中稲を主とする 1作制あるいは 2作制

(60%前後)

(1)中稲
一

再生稲
一

冬水

(2)中稲
一

秋緞

(3)中稲
―

油菜

(4)中稲
―

緑肥 (或いは混播他雑穀,油菜)

(5)中稲
一

冬水

第 3類 一季晩稲を主 とする 1作制あるはい 2

作制 (10～ 15%)

一動 稲
―

油菜

一季晩稲
―

冬水

以上の様な農耕方式が存在するが1958年～1960.

年にかけての 3年来,こ こでは水稲の 2期作化と

麻売粘とい う1季晩稲遅熟性品種の導入がすすん

だ。 しか し,生産条件の許容される範囲を超えて

の導入であったため1961年以降 2年にわたって調,

整されざるをえなくなったのである。

この調整は,諸側面について行われているのだ

が要点を述べてみよう。

(1)労働力問題。水稲 2期作のばあい,周知の

ごとく,早稲の収穫と晩稲の田植えの時期の労働`

力競合がはげしく,2期作は 1期作に比 して70%

ぐらい多 くの労働力を要 し,主要労働力は 2期作:

3～ 4ム ーを担 うのみである。

(2)水 田肥力問題。 2期作栽培には一定の肥力

の保証が必要であ り,一般にムーあた り2期早稲,

に 3道肥,2期晩稲に 2道肥が必要とされる。

(3)土壌条件。 2期作を栽培するのに適してい

る土壌は,地形高からず低からず,泥脚深からず

浅からず,いわゆる「 2排子田」がよい。低田の

ばあい泥温低く,肥料の分解もわるく, 2期作に

は適さない。

(4)養地の条件。ここでは養地の主要な形態と

して,水稲一緑肥 (30%前 後), 水稲―冬水 (70%

前後)がある。 養地の形態は 5養田が指摘されて
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いる。すなわち,(1)青を以て田を養う (緑肥)  して総耕地面積の95%を 占めるにいたった。

(2)湖を以て田を養う(湖草をとって入れる)(3)   次に旧輪作制度と新輪作制度を紹介しよう。

水を以て日を養 う (灌冬水)(4)土を以て田を養   1日輪作制度 ;4年 8作～ 9作。

う 範 込肥)(5)草 (稲柱)を以て田を養う。     第 1年 早稲一晩稲一冬閑

この養地の方法は土壌条件と組合されて行われ   第 2年 早薯

―

蚕碗豆 (或いは冬閑)

ているごとくである。すなわち,一例として新建大   第 3年 早稲一晩稲―冬閑(或いは油菜。大麦)

隊第10生産隊についてみると, 1排田は 1季稲と   第 4年 花生

―

早小麦

蘭花子の輪作,2,3排 田は2期作を行い,そ の中の   新輪作制度 ;4年11作あるいは12作

低田には冬期灌水,高田には紅花 (レ ング)と の輪   第 1年 早稲一晩稲一大麦(或いは小麦・緑肥)

作を行 う。 4排田には一季中稲をうえ再生稲を蓄   第 2年 大豆―晩薯一蚕碗豆 (緑肥)

たえのち冬期に灌水する。 5排田には 1季晩稲と   第 3年 早稲一晩稲―油菜 (或いは大小麦)

冬期灌水といったところである。これに湖草など   第 4年 花生一晩稲 (或いは晩薯)一緑肥

の肥源を用いるのであるが,湖区は田多くて労働       (少 数 大小麦一甘庶(套種大豆)一緑肥)

力少なく,肥料源が欠乏しているので緑肥の地盤   以上のような多毛作型の輪 作制 (田畑輪換を伴

を拡げなければならないことが強調されている。  う)の導入が行われたのである。

緑肥 (紅花,蘭花)のばあい,翻耕緑肥は不翻耕の   しかして,こ のような輪作制度の合理化が収量

緑肥に対して生産量が多い。緑肥と2期作の輸作  増大と結びついた根拠として次の様な諸点があげ

のばあい,晩稲田に紅花を套種するのであって翻  られる。

耕播種することは出来ない。しかし沙層土壌では   1)用 地と養地の結合の原則で地力を培養した

これを行うことが出来,緑肥の収量を高めうる。  こと。豆科作物(例えば大豆など),緑肥作物導入,

以上紹介した華容県のばあいには,緑肥を水稲  による養分要求のちがいの組合せ,浅根作物 (大

の跡作に入れるという2毛作, 3毛作のなかでの  麦)と深根作物 (大豆),高稗作物と短秤作物の組

輪作に止まっている。もっとも2にあげた諸類型  合せなど。

は,単純にその形態が年々くり返されるというよ   2)多 くの種類の作物の輪作で有機質肥料を増

りは,いろいろ組合されて適用されているのでぁ  産して,冬作物の肥料要求を充足させたこと。紅

ろう。しかし,養畜と結合し,堆腐肥の投下と水  壌土は元来有機質少なく酸性が強い。有機質肥料

利条件の改良がすすむとき輪作形態は高度化する  と,酸性を中和させる灰肥が必要である。輸作に

のである。このような例として福清県音西公社音  注意を払 うと同時に耕地で豚を養い,豚で耕地を

西大隊の実態についてみよう4)。 ここの土地はな  肥やすことである。

かば紅壌上で有機質の合量少なく酸性が強く,水   冬作の2,000ム ー前後の緑肥,蚕碗豆,油菜 ,

利条件もあまりよくなく,早生 300斤 ,晩稲 200  そさい,及びこれら作物の茎稗技葉を以て第 2年

斤という低水準であった。これに対し解放後は,   日の2,500ム ー前後の早稲の基肥要求を基本的に

1に水,2に上という考え方で改良にあたり,土  充足させ,不足分は花生カスを用いている。油を

の問題はとくに合理的輪作の導入によって解決せ  しばってのちの油莱カスは人糞尿とまぜて甘薯の

んとした。まず零細地の大矛交錯を改めて集団化  基肥とする。毎年春季には 1,50Ю ムーぐらいの花

し,水利をおこし土壌を改良して田畑輪換の条件  生,大豆などの豆科作物が入るのだが,こ れは根

をつくり出していった。大部分の耕地に 1年 3作  瘤菌の固定作用であと作のかんしょ,晩稲の生長

をとり入れ多毛作指数は解放前の198%か ら 288  を促進する外,搾油後の大量の花生カス,豆カス

%へと上昇した。田畑輪作地は解放前は2,000ム   が2,800ム ーの晩稲と2,∞0ム ーの冬植えの大小

―にすぎなかったが,解放後は4,000ム ーに拡大  麦の基肥の要求を基本的に満たす。大麦,甘藷 ,
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大豆,花生などの副産品は,豚,牛,羊に飼料を

提供して牧畜業の発展をうながす。稲草,麦稗 ,

花生藤などは社員の燃料,及び大量の灰肥を提供

する。灰肥と牛豚糞は花生,大豆,蚕碗豆,緑肥

などに養分を供する。又国家は化学肥料 を提供

し,社員の人糞尿とあわせて,水稲,甘薯の追肥

用としている。音西大隊では毎年自給肥料として

5万担の緑肥,37万斤のカス肥,8,000担 の草木

灰,17万担の厩肥, 3,7∞担の人糞尿などが基本

的に肥料の要求を満たしている。

3)田畑輪換により,病虫害と雑草を除く。各

種病虫害を減ぜしめると共に,雑草の生育環境の

変化することと,耕梨翻鋤の回数の増大によって

雑草の生長を抑制ル従来の三分の一に減 少 させ

た。

4)労働力配分を調節し,農業適期をのがさず

に精耕細作を行うことを可能ならしめたこと。従

来の労働繁忙のピークである春収春種 (春期作物の

収穫と播種の競合),夏収夏種, 秋収秋種の時期を

12種作物の輪作で調節することによって精耕細作

を行うことを可能にした。

以上の音西大隊の経験において注目すべきこと

は最初にふれたごとく,地力維持が単に緑肥利用

のみでなく養豚など畜産の発展,厩肥の造成と結

合して展開されていること,又輪作が,単なるア

ト作考慮でなく,田畑輪換と結合していること,

4年12作 というように多毛作と結合して長期的に

展開しているなどである。これは,社会主義的経

営条件の有利性を発揮させた,水田輪作としてか

なり高度な展開ということが出来よう。

輪作方式の合理化を達成しているいま一つの典

型として慈漢県における稲棉輪作方式についてみ

よう。)。 ここは伝統的な棉花および食糧作の高収

地区であり,多毛作輪作,間作套種制の実行され

てきたところである。食糧作と棉花の2作套種の

北部沿海純棉区にあっては,冬季に蚕豆と黄花首

若あるいは大小麦と黄花首着の間作套種を入れ,

春末夏初に冬季作物である麦・豆行間に,緑肥を

すき込み棉花を套種する,と いったりや方をして

きた。しかし,1959年に機械灌漑の発展と集中管

理の便宜から試みに稲棉の連作をやってみた。そ

の結果60年 ,61年にわたり連作後の土壌肥力は減

少し,農作物の環境条件の諸矛盾がましてきた。

そこで伝統的な稲棉輪作制の再検討を行ってきた

のである。

伝統的な輪作方式は,棉花の前作に,稲田に秋

に播いた蚕豆,大小麦,或いは油菜,早稲の前作

に秋に綿花の行間に黄花菖着を套種するというも

のであった。一般に認められてい るのは 1年格

花, 1年水稲という方式が地力を培養し,労働力,

肥料を節約 し,安定多収を得るのに最も良い方式

ということである。しかし,自然的経済的条件に

ちがいがあるので,水稲の多い綿花地帯では2年

稲, 1年綿花の方式,水稲の少い綿花地帯では 2

年棉花 1年稲の結合方式,水稲の大変少ないとこ

ろでは,多年綿花 1年水稲の長期輪作方式をとっ

ている (第 1図～第3図参照)。

第 1種の方式では労働力,肥料の条件にきびし

く,第 2年の熟田稲は2期間作稲にすれば労働肥

料を節約出来るし,間作晩稲の生育も早い,第 2

種方式では第 1年の秋季に 1年秋大豆をおき首有

の収量を高めることが出来る。ただし秋大豆の収

量は一般にこのあたりではムーあたり250～ 30()斤

で低いので連作稲,間作晩稲を入れる傾向にある。

輪作方式の優れている理由として以下の4点が

指摘されている。

1)土壌を改良し,地力を培養し,肥料と労働

力を節約し,収量を安定させる。排水して棉花を

うえると水稲栽培中に累積していた有機質の分解

が促進され地力を高め得る。又前作物の作用で肥

料を節約するし,冬季作物播種のとき,深耕をす

る機会があるので土壌の理化学的構造を良好にす

る。水稲連作にあって茎稗が軟弱で倒伏し易く千

粒重も低かったのが改善された。

2)棉は深根性で大部分が 15～ 30cmも あり主

根は 2～3mに も達する。稲は浅根で 10～ 20cmぐ

らいの土層に分布する。したがって相互に異なっ

た土層の地力に依存し,土壌潜在力を十分に吸収

しうる。

3)病虫害,雑草を抑制し,棉苗を保全 l.労働
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力を節約する。

4)輪作後,棉地平整となり,灌水して早害に

備えるのに便利となった。

さてこのような多毛作的な展開,と くに水稲 2

期作の展開のためには機械化の発展が必要条件と

なる。たとえば田植機の開発が中国で は,早 稲

の収穫まで晩稲の苗をできるだけ待たせておくた

めという目標であり,大苗をうえる構造となって

いる6)。 この点,わが国の稚苗を植える構造の日

植機と異なっている。ただ,耕私,整地などの過

程の動力機械化は進んでも,中耕除草の機械化ま

ではいたっておらず,間作,套種などの技術と機

械化との関連についてはこんごに残された問題が

あるように思われる。多毛作的な展開という主方

向は変らないにしても手褥耕基調から機械化発展

のなかで,多毛作栽培技術体系も転換をとげてゆ

くのではなかろうか。

注

1)安徽省農業庁,農業科学院,桐城県農林局調査

組「桐城県双季稲合理布局 問題」『中国農報』

1962年 1月。

2)季一甦「M気象条件看江西的水田輪作制」『中

国農報』1963年 6月 。

3)郭華輸「論湖区稲田用地養地問題」『中国農報』

1963年 8月 。

夏秋作

二期連作稲

冬作

蚕豆或いは大小麦

(単 作)

4)福建省農業庁,陶心淵,欧隔的,福建日報記者

黄寄,孤子清「水旱輪作 以田養田
―

音西大隊

合理輪作全面増産経験」『中国農報』1964年 3月 。

5)胡百手「稲綿輪作― 慈渓県稲棉輪 作 調査」

『中国農報』1964年 1月。

6)近藤康男「中国の日植機,日 本の田植機」『 1

農政学徒の回想(下)』 農文協,1976年。

4.考  察

(1)以上の様に,解放前から解放後にかけての

中国稲作の作付方式をみれば,畑作に比 す れば

単,連作的でありながら,一定の輪作方式をとって

展開していることが明らかである。それは主とし

て地力維持および労働配分の合理化のためである

が,更に経済的に地域的自給主義の考慮から多角

的な経営方式をとる必然性も存する。解放前に比

して解放後に,輪作方式がよ り合理 的,高度に

(有畜輪栽。田畑輪換)に展開しているのも解放後の

社会経済的条件=社会主義的集団経済に支えられ

てのことであろう。しかし,解放前にあってもその

形態は日本に比して相対的に輸作的なのである。

だから,ア ジアの水田農業にとって単に,連作的で

あることが宿命的乃至,合理的であって水田農法

にとって多毛作的集約栽培の方向に展開すること

のみが許されるというふうに考えるのは,あ まり
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にも,わが国の零細農耕的水田農業方式の姿から,

一般化しすぎた見解といわざるを得ない。ところ

で問題の追求はここから更に深められねばならな

い。 1つは,中国稲作の作付方式の歴史的展開に

ついてである。すなわち『要術』段階 に おけ る

≪一年体閑水稲直播法≫から漢代に≪水稲移植連

作法≫に移行し,更に宋代に入って≪水稲 2期作

農法≫(1年 3作)が IndiCa系の品種の導入と結合

して展開するというこの一連の流れの中で作付方

式が具体的にどう展開したかということの追求で

ある。こういう水稲農法の流れについて,すでに

天野元之助1),西山武_2)らによる克明な追求が

存するのであるが,なお作付方式という視点から

はこんごに深められるべき点の多いことを感ぜざ

るを得ない。これと関連して江南の原始稲作法た

る≪火耕水褥法≫の実態,その評価など北方と南

方の文化源流とも関連する問題も存する8)。 これ

らについては,こ んご本格的な検討が必要であり

他日を期して小稿では問題指摘に止まらぎるをえ

ない。

(2)と ころで,小稿での作付方式の実態から明

らかなごとく,同 じ手褥耕基盤という共通性を持

ちつつも,中国稲作と日本稲作とではかなりの違

いも存することを感ぜざるを得ない。こまか くみ

てゆけば,おそらくいろいろの点がうかびあがっ

てくるであろう。これを多毛作方式の上において

も,江南農法の和基準の2期作的展開は,わが国の

1期集約的展開と異なるところであり,戦前山田

盛太郎による研究が存する4)。 ここには,中 国江南

が地理的条件としてわが国よりも南方に存すると

いう特殊性と,生産力段階としての段階差との両

要因が存するのであり,こ の点はわが国で唯一つ

水稲 2期作農法の存する高知県香長平野の水稲農

法との比較検討なども興味深 い課題 と思 われ

る5)。 ところで,小稿で主たる視点とした輪作方

式についてみれば,中国農法の多毛作とも結合し

た作物の多角的組合せに対し,わが国の稲作農法

の相対的に単作的なる構成という差異を痛感せざ

るをえない。とはいえこの差異の歴史的実態の追

求自体深められるべきであり,おそらく一口にそ

う云い切るべ く,現実はより多様であるだろう。

ここでは,そ の点をあとにのこし,おおまかにその

差異が認められるとすれば,それは一体どういう

技術的,歴史的,社会的条件から発するのであろ

うかという点について試論的に若干の論点を指摘:

して,こ んごの研究への手がかりとしてみたい。

(3)まず第 1に指摘したいのは,農耕文化形成

の歴史における中国と日本とのちがいという点で

ある。つまり中国の農法の形成は,北方から南方

へという経路を辿っており,歴史的に農耕文化の,

源流をなしているのは華北早地農法なのである。

そしてここに形成された漢民族の文化が,以後中

国文化の上で支配的位置を占め,その南進のなか

で江南水稲農法も展開する。華北は年降雨量も少

なく,早害におびやかされ,畑作農業であるがゆ,

えに地力問題も,水田作よりずっときびしくあら

わ れ る。それ ゆ え,こ こで手褥耕基調の dry

Lrmingが労働集約的な中耕農法として形成され

ると共に,前作,後作の関連における地力維持に

もきわめてきびしい配慮をしていること『斉民要

術』にみるごとくである。童科作物の利用のごと

き,西欧の農学者をして感嘆せしめるほどのもの

である。このような農法発達における北から南へ

というシェーマは解放後にもあてはまるのであっ

て現在中国農業現代化の指針とされる「農業は大

案に学び」の大案は,中国北西部の最も条件のわ

るいところに位置する。この悪条件を克服するた

めの農法創立の新機軸が両方に対しても指導性を

もつのであってその逆でないことは興味深ぃ6)。

1958年から19鬱～3年にかけて解放後の中国農法

再検討の時期に於ても,『中国農報』誌上におけ

る検討順序をみるとやはり北から南へのサ1頁序を辿

っていて,歴史的なものと論理的な検討順序が照

応 している7)。

これに対 し,わが国の農耕文化は,B c200年

から300年にかけての弥生式時代鉄器時代に低湿

地利用の稲作農業が形成されたのを基礎とするの

である。もっともこうした通説に対し,わが国で

も縄文時代にアワ・ ヒエや大・小豆, ソバやシヨ

クビユなどを栽培する焼畑農耕文化が存 し,農耕



文化も焼畑→水田という変化でつかもうという考

え方が生じている8)。
筆者にこの点について判定

する材料も能力も持ち合せないのであるが,仮に

弥生式時代以前に畑作が存したとしても焼畑式と

いう堀棒段階の原始的な農耕の域を出 な い もの

で,それが日本農耕文化の基礎をなしているとい

った位置づけをすることは無理であろう。一国の

文化伝統は鉄器時代にこそ確立する。日本の農耕

文化は,中国以上に稲作的であり,弥生式時代に

九州が農耕発展地域であったごとく,南から北へ

の展開を示しているのである。そして水田農業そ

れ自体として灌漑施設を要することや,水の準耕

代替機能,肥料補給機能などから単・連作的傾向

を持つとすればそうした性格を色濃 くまとってい

るのが日本農業であるといえないだろうか。

しかしながら,水の肥料補給機能は限られたも

のでしかないから,集約化の一定の段階において

地力維持の問題に打ちあたった筈である。そのと

きに輪作ということがどう意識されたのか,され

なかったのか,こ のへんの問題を考えてゆくにあ

たって,山 田龍雄の次の指摘は示唆するところが

ある。「このころ(近世一筆者注)東アジア大陸では

極端な肥料飢餓ともいうべき状態を呈し,人糞尿

のみならず,あ らゆる資材を肥料源として利用し

ている。偏肥というか,重肥というか,と も角も

肥料の調達には必死といえるような状態である。

これと,わが国とを対比するとき,大陸では官人,

地主,商業資本が錯綜して小農民経営の自立とそ

の一元的把握がなされていない。そこに生産力の

展開がはっきりしない理由があろう。すなわち,

同じく人糞尿を重視しながらも,わが国ではこれ

に魚肥その他を上積みすることが出来 た のに対

し,大陸では錯綜した収奪関係の下にその余裕す

らも生じなかったのではなかろうか。」9)すなわち

耕地が海や林野に接しているわが国では,草肥=

苅敷の利用や,魚肥の利用もあり得た。中国では,

林野利用は疎外されむしろ古代から養豚など,蛋

白源はむしろ畜産に仰いでおり,よ り経営内補給

的であったといえようか。こうした技 術 的条件

と,零細農制の形成とは関係があるものと思われ

東アジア稲作農法の発展論理に関する一考察 Ff.

る。

4)先に引用した山田龍雄の論点としても浮び:

上ってくるのは,近世における社会経済構造にお

ける中国とわが国との差異である。これが農法展:

開にも大きな影響を与えているものと考 え られ

る。中国についていえば,明末清初という時期が

一つの画期とされており (明の滅亡1644年), ここ

まで発達してきた中国の農業生産力が壁にぶつか

り,以後停滞に入るとされている10)。 これに対し,

わが国では,大閤検地以降,徳川幕藩体制下(1588

年,秀吉刀狩り,1603年,徳川家康征夷大将軍)徳川末:

期にいたる時期に農業生産力に発展のあったこと

が指摘されうる。山田盛太郎の整理せる数値によ

っても,文禄田租法 (1594年)穫米反当 1.1つ 石が

徳川末期 (1800年代前葉)1.871石に達するとされ

る11)。 またわが国では 1936～0年には2.056石水

準にゆく。 これに対し中国では 1931～36年 水準=

で 1.309石 (日 本の63.6%)である。

幕藩体制下の水稲生産力発展の基盤となったも

のは,山田龍雄の指摘にもあるごとく,藩権力主_

体のキメ細かな土地改良事業,それによる水田土

壌の湿田の半乾田化,乾田化ということに求めら

れようか12)。 これが,JapOniCa品 種の単作的集約

性を生かしうる基盤となったと考えられる。これ

に対し,中国のばあい,清代に水利開発はあるが,

それは江南から湖広地方への外延的 拡 大 で あっ

て,江南のクリーク農業・湿田的構造の改良は行

われない。しかも,こ の期に大土地所有は居城地

主化し,農業生産から遊離する。郷紳支配の中間,

搾取は強化される13)。 かくて中国水稲作は湿田適

性の災害に強い Indica基準の水稲 2期作農法に

とどまり,生産力としては停滞的に推移する14)。

だが,水田の土壌の乾田化,Japonica品種の集

約栽培は,水稲単作的農法と直結するものではな

い。否むしろ,少 くとも裏作緑肥と結合し,やが

て,田畑輪換への展望さえもつものである。それ

が日本農法において,極度に水稲偏作的構造をも

つにいたっているのはむしろ社会経済的条件の規

定性によるものと考えざるをえない。即ち徳川幕

藩体制においては,貢租は米の現物納を基調とす
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る石高制をしき (米 と大豆の現物のばあいも米9割 と

いう)鎖国体制のもとに「土地所有の純封建的組

織」を維持したのであった15)。 ここでは,藩権力

に よる水田開発に対するとりくみがある半面,主

穀たる米作維持のための強い規制が作用 して い

:た。

これに対するとき,中国の明 。清の時代は一方

永楽帝の北京遷都と,他方明の中頃から明末にか

,け てのポル トガル,スペインあるいは 2世紀ぐら

いおくれてのイギリス,ア メリカなどの到来によ

る銀のおびただしい流入という内的外的契機によ

り,貨幣経済が発達し小農民自立の稀薄なままに

:封建制が解体過程に入っていたとみられる。賦役

制度においても,明初の両税法と里甲制での米麦

{主義,原籍主義が解体し明末一条鞭法において役

の銀納化が達成され,私経済においても貨幣経済

が発達する。しかも銀の豊富な流入による「価格

革命」の下において,それを純封建的に再建する

よりは官吏,下級官吏の中間搾取を強行せしめた。

農村の階級分化は,商人高利貸的な地主を生ぜし

め,こ れが居城地主化すると共に,地主は官吏と

結託して賦役を免がれんとし,一族の中から官吏

を出す郷紳層の支配が強化される16)。 地主の地代

は苛烈なる率の米麦現物納であり,主穀生産が強

制される関係は,わが国と変りがないにしても,生

産力的措置を伴う積極的側面を喪失していたし,

他方貨幣経済の滲透の下,わが国よりは,作付多

様化の契機が存したとみられる。

こうみていくと,わが国稲作の輪栽式への展開

にとって,蓄積された歴史的条件からする可能性

が豊かに展望されるのである。ただこの問題は零

細農耕の形成史と合わせてなおこんご検討の余地

の大きい問題である。
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