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は じ め に

筆者は, かつて戦後日本農業の衰退の要因とし

て零細農耕をとりあげ, 分割地所有以前的な段階

のものと規定すると共に1),更に,その歴史的形成

過程の検討を行って, 単に歴史段階的規定のみな

らず, 社会発展=運動の類型的差異としてもとら

えるべきであろうと示唆した2)。 即ち, 西欧型の

私的所有展開=分割地所有開華型の展開とは別個

の諸条件の下に発展するタイプとして,「植民地」

型,乃至「アジア」型の範疇 に入るものであり,

私的所有未展開=分割地所有欠如を特徴とするも

のととらえた。ただし, 一口に植民地型,ア ジア

型といっても,中近東,東アジアでちがいがあり,

同じ東アジアといっても中国と日本とでまたちが

いがある。 この点は注意すべきであって,筆者と

しては十分に整理し切れぬ研究段階 にあるので,

アジア型の中の一類型=日 本型として扱うにとど

まる。そして前稿においては, 日本型零細農耕の

形成条件を,鉄 (生産力の量的,質的,及び社会的性

格),農法 (梨耕体系の形成の有無),土地私有 (分割

地所有の有無)の三側面から論じたのであったが,

なお時期的には古代律令制の時点にとどまり,農

法についても,梨と鍬とい う基本的労働手段を取

扱 うに止まっていた。筆者として,こ んご検討し

なければならないと思うのは, 中世,近世,近代

への零細農耕の展開の過程であり, その歴史的検

討のなかから, もう一度農地改革の位置づけに立

戻 りたいのである。 しかし,その問題を扱 うのに

やや準備不足であるので, 本稿では,零細農耕農

法の一側面である作付方式 について検討してみた
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い。さて, 日本農業における作付方式を考えるば

あいの前提として三つばか りのことにふれておき

たい。

第 1に , 現時点においてこの問題をとりあげる

意義と方法についてである。 日本農業において,

再構成上の重要な課題が食糧自給の達成にあるこ

とは云うまでもない。 そのばあい,畑穀物,飼料

作物の自給ということが 中心課 題 であってみれ

ば,わが国における土地利用 のあり方の再検討,

可能性の追求を, 総合的かつ徹底的に行わねばな

らない。 そこで,零細農耕の下における日本的作

付方式形成のメカニズムについても, 検討してお

くことが必要である。 ただ,注意すべきはその方

法であって, 単に現在の社会経済的条件を固定化

したままに可能性を検討すれば,お よそ自給率 60

%が可能であるに過ぎぬというくらいの悲観的な

数字が出てくるのは必然的である。 そ ういう非歴

史的検討であってはならないのであって, 土地改

革から農業革命にいたる基本的な農法変革の過程

「封建的な三圃式および過渡的な穀草式 (輪換式)

農法のメカニズムを打破して近代的な 輪栽式農法

を産み出すことによって……, 農業革命としての

生産力的な変革を成就」3)す るという農業生産力発

展の歴史的法則 の路線上においてのみ,わが国農

業生産力発展の可能性と展望を明らかにすること

が出来るのである。

第 2に ,日 本農業の作付方式については,零細

農耕という農耕制度との 関連を以てとらえなけれ

ばならないという点である。わが国の農法が,わ

が国のおかれた風土的条件―モンスーン型の湿潤

な気候一の下において形成されており, その伝統



的な農耕様式には風土適応としての合理性をもつ

ことはたしかなことである。 と同時に,零細農耕

という枠組の中での展開に止まっているための未

開花な点,歪曲も存する。伝統的な作付方式の合

理的な核心とその歪曲というこの両側面を統一的

につかまえることによって科学的な検討が可能に

なるといえよう。 なお′戦後段階などになれば,

農外資本からの作用が加わるし, 資本主義の発展

段階の影響という面についても考察しなければな

らない。

第 3に , 日本農業の作付方式については,と く

に水日の特殊性とい う問題がからむであろう。東

アジア農法の原型は中国華北にあり, 華北には畑

作乾地農法 dry farmingが行われていた。 この畑

作乾地農法がやがて南下して水田農法を規定する

ことになる。 このような歴史的経過からも明らか

なるごとく, 畑作と水田との発展論理に本質的な

異質性を認めることは出来ない。 しかし,作付方

式として長期湛水する水田には畑とちがった農法

的構成が出ることも避けられない。 とくに,わが

国農法の形成過程を教ると, 中国農法以上に水田

的であるように思われる。 このへんが考察のいま

一つのポイントをなすものといえよう。

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)拙稿「零細農耕の形成過程」『農村研究』第45号 ,

1977年。

3)加用信文『 日本農法論』38頁,御茶の水書房 ,

1972年。

1.冬季体閑の意義と限界

(1)冬季休閑方式の形態

わが国の水田作付方式の基本的性格 をなすもの

は,表作としてのイネ, 裏作としての麦類の年 2

毛作の形態であろう。 この方式の中にわが国零細

農耕農法の特徴が集中的に具現されていると考え

られる。 しかし,その問題に入る前に, 1年 1毛

作形態, そこにおける冬季休閑の存在形態につい

てふれてみたい。何故ならば,筆者の考えでは,
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農法の存在形態の骨格をつくる出発点をなすもの

は,鉄製農機具の形成を前提として,休閑 (耕)の

あり方なのではないかと思う1)。 休閑が解消され

集約化してゆくばあいには, 体閑形態をとってい

たときのメカニズムが高次に止揚されてゆくので

ある。伝統的農法の核心は, 休閑の存在形態にあ

るともいえようか。

さて, 2毛作形成以前の段階において, 弥生式

時代以来わが国水田農業の農耕方式の基本をなし

ていたものは 1圃連作形態である。わが国では西

欧の 1年 1毛作的地帯にみられるごとき通年休閑

は存在 しなかったとされている。 中国においては

「歳易」すなわち通年休閑の慣行があったごとく,

同じ東アジア農業とはいえ, 日本と中国とのちが

いを感ぜしめる。わが国のばあい,律令に「易田」

とい う言葉はあるが, 今日の歴史学の研究水準に

おいては通年休閑 2圃制は否定され,むしろ「不

安定耕地」という概念の下に荒地と耕地との不定

期交替が指摘されている2)。 水田においては水の

もつ一定の肥料運搬機能と土壌消毒 機能 (厭地回

避)と をもって,およそ10ア ール当り1石 ぐらい

の水準であれば, 無肥料連作が可能であったごと

くである。かくて西欧的通年休閑は存在しなかっ

たのであったが, 1圃連作という作付方式におい

ても一種の休閑を措定することは出来る。すなわ

ち, 加用信文の指摘のごとく「 1年 2毛作的風土

における1年 1毛作自体に,冬作の欠如冬季休閑

としての意義を帯びる」3)と 考えることが 出来よ

う。

冬季休閑については, およそ 2形態があると考

えられる。第 1形態は灌水しておくものであり,

第 2形態は乾田状態に置くものである。 しかし,

さらにこまかくみれば第 1形態では湿田への田冬

水と乾田への田冬水とにわけて考えるべきであろ

う。また,湿田には春季に流れをそそぐ「春水」

とい う形態もあった。 (『会津農書』1684年,『会津地

方歌農書』1700年)歴史的にみて湿田の自然的田冬

水が起点をなすものと考えられようか。1697年の

宮崎安貞『農業全書』では湿田への湛水 をすすめ

ている。乾田への田冬水については,大蔵永常の
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『広益国産考』(弘化元年,1884年 )で,「勢州尾州よ

り東は水を落し, 乾かせば十分乾き,菜種子の植

えらるべき田に水を溜置き, 一作を休むなり。其

辺の人のいへる詞に, 下手なる商をせんより田に

水をはれといへ り。」4)と して乾田冬水の慣行の存

在を指摘している。安田健は「今世紀の当初まで

稲刈後の日面に河水を流過せしめておくことがか

な り広くおこなわれていた模様である。特に中～

東 日本にその例が多く, また一部には裏作麦の立

毛中に灌漑する例もみられる」5)と 田冬水の慣行の

一般的存在を指摘している。 この冬季灌水の合理

性については1880年代に,農学者間に論争があり,

酒匂常明, 横井時敬らはこれを不利と していた

が, 農村内には田冬水を擁護する論も強かったと

ぃ ぅ6)。 只時代の趨勢では, この慣行は漸次すた

れ,今日では特殊な地方に残存するにすぎなくな

っているのである。

ところで, こうした論争において「 しばしば水

田土壌と畑土壌が同一に論ぜられ, あるいは深田

と冬季灌水田の混同があり, 従ってまた停滞水と

流動水の相違が無視される等の不用意な諸点」7)が

あったと安田健は指摘している。 いわゆる深田=
湿田が,終年土壌を停溜水下 におくことによって

その有機物の風化を妨げ, 土壌の理化学的性質を

悪化させ, 農作業の機械化を妨げる等,水田生産

力発展に不利であり, 一般的に乾田化が必然的で

あることは何人も認めるところであろう。しかし,

近年の研究によれば湿田に も幾つ か の種類があ

り,そのすべてが不合理とは 限らないのであり,

一定の条件の下においてその存在意義も認められ

るのである。たとえば,小西千賀三は昭和 29年に

「湿田の乾田化問題」(『地力増進に関する総合的研究』

昭和29年)において湿田にも多種ありとし,北陸地

方について遊水 池 の湿田 (海抜が低くて水が溜まる

もの), 湧水地の湿田 (谷の狭間で地下水位高いもの)

人工 湿 田 (水不足なので溜めておく,こ のタイプは乾

日の冬季灌水という類型になろう)の 3種 にわけて考

察を加えている。遊水地の湿田で土層が非常に深

く, 3石～ 4石の収量があり, 瞑虫,い もちも少

く, 雑草の害も少なく,機械力が利用できなくと

も備中鍬 (三本)でかんたんにひっくりかえるとい

うような田は乾田化することで収量があがる。

同じ遊水地でも泥炭地湿田では乾田化すると乾

土効果が高すぎて土壌の有害作用が出る。乾田化

には客土が伴わねばならない。

又,母材の性質の悪いときには湿田の状態に保

っておいた方がよい。乾田化して排水したばあい

有機物の減耗が非常に急速であって老朽化水田に

なるばあいが多いし,石灰, 珪酸,マ ンガン,鉄
の流亡をもたらす。 次々と粘土破壊がおこって養

分供給がおいつかない。 根腐れに対しては灌排水

管理で酸化状態にしておくことで避け得る。水の

動きがタテに動く状態であれば酸素の溶解量は相

当なもので急速なリダクションがなくあるていど

湿田であっても養分呼吸阻害はないとい う。 もっ

とも小西も,1.品種選択の自由,2.根が利用でき

る土層の量が多くなる, などの点において深耕 0

多肥には乾日化が基本的に合理的であることは認

めているのであるが, 一定の土壊条件における人

工湿田の合理性をも又認めて(ヽ るのである。

一般的にいえば, 冬季の水田土壌は施肥と共に

乾田化の方向においてその生産力を高めてきたの

であるが,現実には, 農民の水田はその地形,水

利条件において様々の形態を入り組ませていた。

たとえば『清良記』(1564)に おいて, 日 1町歩の

労力事情として水田の形態毎の叙述がある。曰く,

麦跡 3反 25人,古堅田 3反33人,水田 3反25人 ,

山田 1反 38人,古堅田は乾日であり,水田は湿田

であろう。また, 土佐の農業事情を述べた『耕転

録』(天保5年,1834)では,次のごと く土壌を分

類して論じている。

′磨薫f繁、∫裂晒T(冬季水の溜っていない春田)

t'I含
材
りl水 田 (冬季水の溜っている春田)

もろけだ r湿気田 (二毛作可能だが排水のわるい田)

諸毛田 {警き
出 r湿気のない諸毛日で裏作の自由ヽ

t… 円 のヽもの          ノ

土佐は水稲 2期作の行われた地帯であるが, 水

稲 2期作を行っても冬季体耕すれば このわけ方で

春田に入るのである。

先にあげた農書において, われわれは,一面一

定の条件において冬季灌水をすすめている叙述と



共に, 他の条件の下において冬季乾田をすすめる

叙述に際会する。 宮崎安貞の『農業全書』には次

の記述がある (1巻 1耕作)。「泥田の麦を蒔 く事は

な りがた く, され ども水を落し,干田にはなるべ

き清せたる地は, 手立を以て其水を落し千田とな

し,梨て其のままかかず, 其の塊を くだかずして

おき,力次第段々に耕し, 下までよく千たる時,

雨を得てよくかきこなしたるは, 土よくとけて,

陽気を保ち苗よくさかゆるものな り」「又山谷など

にやせたる深田或は冷水所, 赤さび水の出る地,

常の作 りや うにては 稲の成長せざる所をも手立を

用いて水を落し, 干田となして山の若草を入れ,

手立ちよくして作 りぬれば其利を得る事あ り」。こ

こにみるごとく宮崎安貞のばあい, 千田は劣等地

の改良の手段であったが, 経験的ながら乾土効果

への認識がみられる。 大蔵永常においても,さ き

に紹介した冬季灌水の慣習の叙述のあとで「地乾

きぬれば, 地中にある肥しとなるきっすゐの焔硝

は上へ うく也。 水をか くれば下へ沈む也。然らば

土は乾かせば地の肥しの気上へ登る也。 所により

ては日の上或は濤土杯を取 り乾かせ 打砕きて麦な

どの蒔肥にぶ り込むな り。 是を以って田土は乾き

ぬれば肥しになると云ふは, 乾けば焔硝気はさか

んになると見えた り。 故に乾 くべき地は,稲か り

たる跡を乾かせ, 梨きかへ しますます乾かせ,土

くれをわ り,畦 を つ く り, 麦か菜種子を作るべ

し。たすればニタ作収納する也。」と述べている。

又′先にふれた『耕縁録』の梨晒田は「去年稲

を刈取たる跡を鍬にて耕さず牛馬を入れて梨返し

置て水を湛ざる故の名な り」とある。 ただここで

注意したのは, 冬季乾田のばあい何れも梨 くとい

う文字の使われていることである。

この冬季乾田休閑は, 明治農法にいたって乾田

馬耕として結実するのであるが, 庄内平野におい

て乾田馬耕の普及につとめた 本間家の蔵書には,

宮崎安貞や,大蔵永常の農書があ り8),周辺農村の

先駆的農民の経験
9)と

あいまって乾田馬耕の形成

に一役かったと推測しうる。

2)冬季乾田休閑の意義

さて, ここで冬季乾田休閑の意義と限界につい
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て若千の考察を加えてみたい。 まず第 1に,乾田

化の措置は, いわゆる乾土効果 として水田地力活

用上の一水準として今日確認されているところで

ある。乾土効果 (土壌を乾かして, のち湛水しておく

ことから発する効果)は塩入松三郎によって 確認さ

れたところ。曰く,「水田では乾田の場合には鉄苦

土鉱物の風化が行われて粘上ができるが, その粘

土はノントロナイ トに近いものであって それが活

性であるが, 湿田のばあいであると年中水の下に

あるから水素イオンの濃度が低いために鉄苦土鉱

物の風化が行われない」「乾田ですとノントロナイ

ト型粘土は更に分解がすすみその間に鉄も供給す

るし,マ グネシウムも供給すると考えられ」る。

ただ, 塩入松三郎によると稲刈 り直後に土をこね

るとまだ土壌水分が多いので 土壌構造を破壊 して

よくないとし, そのときは麦を不整地播きして,

よほど経って土が乾いてから, 上を耕起 し破砕す

ると団粘構造ができてよいとされる。 水田土壌の

改良としては 灌排水によって「 2毛作田」の状態

になることがよいのだが, 冬季積雪の東日本 より

西日本でその効果顕著とされ, 東 日本では田畑輪

換の効果が顕著であるとい う10)。
因みに乾田馬耕

形成の庄内平野は冬季積雪の比較的少ない地帯で

ある。

又乾土効果のいま一つの意義として 考えられる

のは次のような点である。 水田では土壌がグル構

造 (コ ロイドが連続して,その間に水が懸濁している状

態)になっているが,しかし根の附近では,根が土

壌を酸化 し,グル構造を破壌して ゾル構造 (水 の中

に土壌のコロイド粒子が懸濁している状態)に して根

毛やその附近の表皮細胞がそこから水を吸 うので

ある。 畑のばあいには土壌構造は ゾル構造であっ

て根の周辺では畑も水田も土壌構造に 変 りは な

い。水田のばあいグル構造をゾル 構造に変えてや

るとい う作用が一つ入る必要があ り, 乾田化はそ

れを促進するのである。

第 2に乾土効果と関連して乾田化は労働集約農

法を促進 したことである。 乾田化は土壌中の有機

物の分解を促進するのであるが, 一部に誤解され

るごとき, その措置自身が董科作物のもつ機能の
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ような窒素分造成をなすものではない。それ故,

乾田化は多肥と結合せざるをえず, 又それとの関

連において,病虫害防除, 除草などへ周到な管理

も要求される。前掲梨晒田における耕 田 (た ごな

し)の様式について『耕紙録』は次の様に述べてい

る。

「去年早稲の刈跡より中稲晩稲大遅毛の 刈跡に

至るまで九月土用の終 りを限 りに耕終る, 是を秋

耕といふ。今蚊二月彼岸に至 り新たに畔を直し再

び耕す。是を春耕とす。苗の条にいへるがごとし。

耕し終れば土肥とて去年六月上用より塵芥又は藁

草の類を懇し置たるを施し, 日数十日許を経て牛

馬を入れて縦横に掻ならす, 是を中掻といふ。掻

終れば又畔を念頭に塗上て水を湛へ追々に施す。

肥汗の流ざるやうに用意する。二,三 日を経て樽肥

を濯き又厩肥を施す。次に草肥とて蚕豆円豆五形

花の類又は野山の草を取 りて各別にもし取交もし

て散し施す, 是を暫く腐せ置て後藁の灰煙草の茎

などを取合せ施す。是を雑肥といふ。又数十日許

を経て土和らかなる日は鍬にて折返し土硬き田は

牛馬を入れて梨返す。鍬にて打をかじきといひ牛

馬にて梨返すをおこしといふ。 扱田植の三日許以

前に至 り上和らかなる日は牛馬にて縦に一返梨な

らす。 是を片鍬掻といひ土硬き田は縦横二返梨な

らす。 是を諸鍬掻といふ。又田を植る時に至 り鍬

机を持て植前を踏ならし招平等す。是を代踏とい

ふ。 斯任終り苗を植也」ここにみられる肥料の種

類は土肥,樽肥,厩肥,草肥,雑肥と多様であり,

耕転作業も,秋耕,春耕,中掻,か じき (お こし),

片鍬掻 (諸鍬掻き)き と周到になる。

第 3に指摘したいのは, 乾田化と梨耕との結合

である。乾田化したばあい土が硬くなるのでどう

しても高馬力の畜力が要求される。 明治初期の推

移では,梨耕よりも乾田化が先行し, 乾田でのお

こしを能率的にやるために梨耕が導入されるとい

う|1買序である。『耕私録』中,梨晒日は牛馬による

畜力耕 (長床黎)であり,鍬耕の場合「一段の日を

営む農夫の力拾四人」梨耕のばあい「農夫の力役大

概十三人,牛馬八匹」とある。庄内平野において筆

者の聴取調査によると, 乾田を幕末から明治初年

備中鍬にて耕していた頃は, 1日 3畝, なるに対

し,馬耕になると, 1日 1反が可能となる。馬も

北海道産, ペルシュロン系の馬力の強いのが入っ

ている。 この労働能率の高さで浮いた労働力は,

堆肥 (野草)積みに向けられる,馬は又山野草の運

搬に用いられる。 この短床梨耕 (当初,抱持立掌→

肥後○率→松山黎)には熟練した若勢があたった。

梨耕との結合は, 多肥が深耕を呼ぶという関連

からもとらえられよう。 備中鍬で耕深 2寸といわ

れ,梨耕で 3寸に至っている。 1寸 1石, 1寸 100

貫 (堆肥)と いわれる。ただし当時の馬耕の奨励書

は 5寸が可能であるかの如 く書いてあるが実態は

3寸がせいぜいであった。 当時の馬力は一頭曳き

であり,零細農耕と対応している。 この馬力では

3寸が限界であったとい う。更に考うるに,当時

の梨は梨先, 及びそのほんの周辺部梨ヘキの鋼鉄

使用にすぎず, これを力学的構成の全鋼鉄製イギ

リス農業革命の梨と対照するとき顕著な差異が明

らかである。 ここに当時のわが国鉄鋼生産力段階

が反映している。

第 4に乾田化は水田農作業の諸局面における機

械化を促進したことである。湿田=泥田で,ヒザ

まで泥につかる状態のもとにおいては到底農機具

が導入されえない。乾田状態においてはじめて除

草機も導入可能となった。 そして馬耕の導入とあ

いまって,水日の区画整理, 水利条件の整備を促

進 (庄内平野,大正初期反歩区画)し,一段階の技術

水準を形成した。

3)冬季乾田休閑の限界

以上にみたごとく, 乾田化 (冬季乾田休閑)は梨

耕の形成と結合して一つの生産力段 階 を形 成し

た。これは幕末から明治末期において庄内平野に

おいて典型的に体系化され,「乾田馬耕」「明治農

法」と呼ばれている。 だがこの農法には限界もあ

るのであって手離しに日本における農業革命と評

価するわけにはいかない1つ
。

第 1に,先にふれたごとく, 明治農法における

1頭曳の馬力,抱持立梨,肥後梨,松山梨などによ

る耕深の限界は 3寸であってそれ以上は不可能で

あった。尤も1寸 1石 とい うのであるから備中鍬
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の 2寸段階から短床梨 3寸段階への進歩自体大変  ことを注意したい。 3圃式の通年休閑のばあい春

なことであって 1生産力段階の形成と評価するこ 季休閑耕による1年生雑草の除去のほか, とくに

とにやぶさかではない。 だが,西欧においてすで  夏季休閑耕が宿根性雑草の除去の上で決定的意義

に古代ローマ農法において 2頭曳き3頭曳きの畜  をもち,畜力除草の体系を持ち, それが輪栽式に

力が用いられ, 封建農法においても多頭連畜であ  いたって根菜類の播種のための耕起によって高次

る。農業革命時においてかえって畜数は減ずるが,  に止揚される。 しかし冬季乾田休閑において雑草

そのかわ り全鋼鉄製の力学的構成の近代梨が入っ 防除上の意義は,人力除草機の導入にかぎられる。

て,科学的計算で馬力が 無駄なく用いられ深耕を  宿根性雑草は手取 りであ り宿根性雑草防除の機械

可能にしている。その耕深は60Cπ にも達する。この  的システムは持ち得ない。乾田化は雑草の生育を

ばあい水田と畑とのちがいも考えられよう。たし  も促進したと考えられる。『耕伝録』での緑 (ク サ

かに浅根性の稲単作を前提にするとき深耕の効果  トリ)の項についてみよう。 まず梨晒田について

は十分に発揮され得ないであろう。深耕の効果は  「凡稲を紙には農具はなし。 只手にて田を掻掬 り

深根性作物と結合しなくてはならない12)。 それ故  て手に溜る草をば土の底に推込なり。立夏の候の

に,水田の深耕体系は作付体系における稲 1圃連  中間田を植終りして日数十日許を経, 小満の候初

作体系の揚棄, なんらかの深根性茎葉作物の導入  より紙初む,此時浮たる苗は植直し, 荒たる処は

と結合してはじめて果されるのであろう。 農業革  間植を加えて利益を揃ふ。是を一番縁といふ。西県

命は深根性作物たるカブの導入と結合していたの  にては立夏の候の末までに植終 りて日数凡二十日

である。このような作付体系変革の契機をもたず, 許を亡種の候初より紙初む, 是麦田多くて其営み

世界史的水準からすれば, 浅耕農法に止まってい  に懸る故なり,東県西県共に一番草より七,八 日を

る明治農法を農業革命と評価することは出来ない  経て又縁る。是二番草なり,二番草終れば指肥を

のではないか。                 施す,それより三番, 四番と紙 り終り五番を納転

第 2に, 乾田農法は, 1寸 100貫といわれる唯  と云皆中間七,八 日の日数を経るなり」「一段を紙

厩肥の投下と結合してはじめて生産力化されるの  る農夫の力役七人五歩」これが湿気田, 乃至乾田

であるが, その条件が欠如してゆくとき地力掠奪  で裏作の行われるところでは, 植終 りが前者で小

的になり勝ちである。 その点は東日本の寒冷地に  満の候初, 後者で小満の候末とおくれるため,同
比して, 有機質の分解しやすい西日本の曖地にお  じく5番草までとって労力には変 りはないが, 中
いて顕著のようである。 明治に入り入会地が収奪  間を 5,6日 でやることになる。この草取 り労働こ

され山野の草, 刈敷が入 り難くなり,化学肥料に  そ,零細農耕の音汗労働体質を集中的に表現する

依存するようになるとその点が歴然としてくる。  ものであろう。「几紙は農夫の辛労甚しきものにて

庄内平野では戦後昭和 40年 ぐらいまで丹念な堆肥  梅雨中には簑笠被きされて 田面這廻 りいぶせき云

積みがつづけられていた。 そのばあい,前述のご ばか りなく, 晩稲を紙る六月に至りては日照強き

とく,作付体系における変革がないので, 堆肥源  に田の水も沸返 り, 稲の丈は梢延上 りて荒々数な

は経営外山野の野草である。又用畜飼養との結合  りたる葉末に目口をさされて苦しき営なり, 斯て

もないわけでここに地力維持上の限界が存する。  田毎残らず紙れば前に苗を取初し時田守の神を祭

この面からも農業革命=輪栽式農法と評価するゎ  りたる神供田を紙 り夫よりさばひ休めといひて,

けにはいかないであろう。それ故,前述のごとく, 立置たる三本の笹を拭き, 吾家の方に向けて畔の

ときに冬季湛水休閑を合理的とする論も登場する 上にやすめ置礼拝して祈念す。是賽の心なり」

余地があるのである。               手労働除草の苦汗労働は, 零細農耕農法の体質

第 3に,冬季乾田休閑は, 西欧 3圃式の通年休  を最も端的に表現している。零細農耕の規模が限

閑と対比して雑草防除の上での意義が全く異なる 定されているとき, 労働手段の高度化も浮いた労
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働部分を更に 集約的に投下することに帰結せざる

を得ず, 苦汗労働の上揚には通じてゆかないので

ある。

かくて冬季乾田休閑は草肥手褥を前提とし, 零

細農耕に規定された休閑様式であって, 歴史的段

階からすれば, 封建的農法の域を出ず,その形態

からすれば, 夏季休閑耕を欠くことにおいてアジ

ア的体質のものと考えざるをえない。

水田において 夏季休閑耕のメカニズムをとり入

れてゆくとすれば, わが国の歴史の上からは通年

休閑を見出しえないのであるから, 日畑輪換が注

目されるのであるが, これは,零細農耕基盤では

綿作などに歪曲された形態で入ったにすぎなかっ

た。徳川時代に形成された米貢中心の石高制の体

制にあって, 水田中心となり,畑は分離して劣等

地に追いやられ, 水日と畑との地目結合体制をと

ることは出来なかった。

第 4に , 明治農法形成の主導者が地主にあった

こと, 明治農法成立のしめくくりともいうべき耕

地整理がきわめて地主的利益にそった ものであ

り,したがってそれ以後の農民層分化は, 高率小

作料と,水利, 馬耕普及の関係における共同的規

制等とあいまって,決 して近代農業形成に向わず,

地主=小作関係を定着せしめ, 零細農耕を再生産

していったこと, これらについてはすでに多くの

研究があるので指摘するに止めたい13)。

注

1)拙稿「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年所収参照。

2)戸田芳美『 日本領主制成立史の研究』岩波書店,

1967年。

3)加用信文『 日本農法論』64頁。

4)大蔵永常著,土屋喬雄校訂『広益口産考』岩波文

庫,332頁。

5)安田健「稲作の慣行とその推移」『 日本農業発達

史』第 2巻,p.159,「 冬季灌水とそれ を め く
゛
る論

争」

6)『同上論文』参照。

7)『同上書』162頁。

8)酒田市立光丘図書館蔵。

9)「文政 8年,1825年, 稲川村大字増穂仙北新日の

人,高橋九左衛門,乾日の法を試む。1934年昭和 9

年 3月頌徳碑建つ (排水良好の土地,入力耕程 7畝。

用具三本爪備中鍬)」 佐藤東一『飽海郡近代農業史

年表』(謄写)

10)塩入松三郎「土壌の生産力について」『地力増進

に関する総合的研究』昭和29年,日 本農業研究所。

11)飯沼二郎「近代日本における農業革命」,農法研究

会編『農法展開の論理』御茶の水書房,1975年 。

なお庄内農業については,最近の注目すべき資料と

して,『善治日誌』豊原研究会編,農業総合研究所

刊,昭和51年 3月参照。

12)加用信文『日本農法論』「序説」参照。

13)佐藤繁実『 明治,大正期における農業技術の発達

と背景一
庄内地方の乾田馬耕と耕地整理を中心と

して』農業発達史調査会資料86号,須々田黎吉「明

治農法の形成過程一山形県庄内地方の稲作改良―」

『農法展開の論理』所収,及び前掲『善治日誌』<解

題>における諸論稿 (宇佐美 繁,川 口 諦,大場正

己,豊田 隆,陣内義人,磯辺俊彦,武田 勉,杉山

茂執筆)

2.水 田裏作の成立条件と意義

わが国における水田裏作≪イネムギ連穀≫ の形

成の時点は何時頃に求められようか。 論理的には

湿田→乾田→ 2毛作と辿れそうに思えるが, そう

簡単ではない。「乾田馬耕」の形成は明治中～後期

なのに対し,「田麦」がはじまったのははるかに古

く,12世紀までさかのぼれるのである。裏作にと

って乾日化は必要不可欠の条件ではなく, 半湿田

という条件があれば可能である。又すでにみたご

とく全耕地が 2毛作田とい う状態でなくとも,部

分的に水利条件の良好な田があれば裏作を部分的

にとり入れることが出来る。今日常識的に考えら

れるのは, 地力条件,作期の関係での後作イネヘ

の悪影響, などからイネムギ 2毛作の一般的形成

は化学肥料の導入のあった 明治後期から大正初期

のことではないかということである1)。  その時期

は又乾日化のかなりの進行と一致していよう。幕

藩体制下の裏作はイネの重租に対する消極的対応

として,生活の資として 無理な作付がなされてい

たものと思われる。



水田作付方式に関する一考察

そもそも裏作という概念が我が国独特のもので

あって徳川幕藩制下貢租が石高制の下において米

に一元化され, 畑大豆という構成となり,米が表

作として公然と作付されるのに対し, 貢租のかか

らぬ「裏」は農民生活資料なのである。 土地利用

方式としての, 裏作については十分に検討しなけ

ればならないものがあり, 安易にその再復活を称

導出来ない点がある。

さて, 水田裏麦は,従来『新篇迄加』所収の文

永元年 (1260年)4月 26日東御教書における水田裏

作麦への課税禁上の条令を初見資料として 13世紀

中葉には紀伊・瀬戸内沿岸地方 をはじめとしてか

なり広範囲に普及していたことが確 認 されてい

る。その条令に曰く「諸百奴田稲ヲ刈取ルノ後麦

フ其地二蒔キ田麦 卜号ス,領主時其所当フ徴取ス,

租税法量然ル可ンヤ, 宜ク備前備後両国ノ家人等

二令シテ自今以後之フ徴取ス可ラス」2)こ の よう

に,こ の文書は,水田の裏作 (田麦)と しての麦作

に対して領主が日麦所当を賦課 しようとしたこと

に対しての禁止令であり, 類似の文書も存し, 2

毛作のかなりの普及を示すものとみられている。

すなわち, 鎌倉中期にいたり2毛作が会社的経済

的に十分な意義をもつにいたっていることが確認

されるのである。

ところで, 田麦の起源そのものについては平安

時代までさかのぼれるかもしれないと考えられて

いたがその史料を見出すことが出来なかった。 し

かるに河音能平は,光明寺古文書所収 元 永元年

(1118)閏 9月 13日 伊勢太神宮検非違使伊勢状案を

分析し,12世紀初頭伊勢国神郡内で水日の裏作と

して麦作がおこなわれはじめていたと解 した3)。

この文書の分析自体についてはかなり専門的領域

であり筆者としては河音能平の結論を尊重する外

ない。河音によれば,こ の文書は「公田請作者=田

賭が請作田において稲の生産・収穫を終えてしま

ったあとに, 請作者本人以外の人間がその田地を

自由に占定し, 裏作としての麦作を実現しようと

したという事実を物語っている。」4)と解される。

元来 11・ 12世紀以前においては稲を刈取ったあと

の水田,あるいは年荒の水日は誰にでも放牧が許

されていた開放地であ り,「 しめ」を張ることによ

って私的所有・ 占有が認められているにすぎなか

った。 しかるに 2毛作は裏作による地力の消耗を

施肥によって如何に 回復させるかという新しい課

題を投げかけ, 裏作の法的権利の帰属をめぐる訴

訟がおこされ,結局,裏作の権限はあくまで「古作

田」領有者=田地請作者 (田堵)に属するものであ

ることが法的に確定された。 このばあい裏作を行

なった者は中堅・下層の農民たちで伝統的な共同

体的慣行を積梓としつつ自己の経営を守るためで

あったと推定される。 それ故,訴訟における田堵

の勝利は上層農民がかかる中堅・下層農民の労働

の果実を体制的にうばいとって 中世的庄園村落秩

序を形成していく上での一つの契機 をなしたもの

と考えられる。かくて平安時代においては,耕地

の外延的拡大 0不安定耕地の安定化 ということが

基本的方向であったとはいえ, 他方において名主

層の経営の中核をなす 安定的耕地においては部分

的に冬期には裏作=麦作が行われていた時期であ

ったと推定される4)。

かように, 平安時代を起源とし,鎌倉時代にか

なりに普及し, 幕藩体制下に「裏作」として位置

づけられた≪イネムギ方式≫の成立条件 と考えら

れるところを以下にまとめてみたい。

第 1に一般的風土的条件の制約がある。 夏作と

して熱帯性作物の栽培 (米など)を可能ならしめる

と同時に冬作として麦類で代表される温帯性また

は寒帯性作物の栽培を可能ならしめる気候条件が

なくてはならない。 もとよりこの気象条件は次に

述べる農法との関係の下において可変的ではある

が,しかし一定の大枠はあり, たとえば北海道で

年 2毛作は不可能なことであり, 主として関東以

南,西南暖地を中心とするのである。

第 2に日植農法の形成である。「水稲作において

は直播 (撒播形式)を脱した田植 (移植・作条栽培)

農法は大体平安朝頃に確立したとみられており,

そのため本来夏作としては生育期間の比較的長期

な水稲も移植=田植農法により本田の在圃期間が

短縮され, 排水的機能さえ備われば‐応技術的に

は水稲 (夏作)一裏作 (冬作)の 2毛作可能の条件
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が形成されていた。」5)

第 3に地力維持機能として施肥が必然的となる

ことである。施肥は中世後期より2毛作の成立と

相挨って重要とな り史料にも散見するにいたる。

裏作すれば冬期灌水しないゆえに水の肥料補給機

能は減じ, 逆に乾土効果も作用し施肥が必然化す

る。中世後期には苗草, 厩肥,草木灰が重要な肥

料源としてあらわれる。それ故,肥料源=山野の

占有・利用権が問題となり,山論 (山野利用の争論)

があらわれる6)。

『清良記』第 7巻 (1564年頃のもの

か)には肥料論があり, 糞草の選択について論じ

「食物にして味ひ有もの上なり。其味は能らずと

も,葉の柔らかなるは中なり。渋気の有は下なり」

としている。又肥料は遅効性のものとして「此肥

は其作は当らで, 其作を取て,其跡へ植たる作の

為となる」という7)。  乾田2毛作と遅効性有機質

肥料投下方式とは関連がある。ともかく『清良記』

の叙述において草を積んで牛馬糞とまぜ腐熟させ

る厩肥があらわれていることは注目されるのだが

中世後期には未だ一般化はしていなかった とされ

ている8)。 近世初頭にいたれば灰,人糞尿,作 り

ごへ (塵芥等),苅敷厩肥などがなられるが, その

仔細な検討は別の機会に委ねざるをえない。 ここ

では 2毛作の形成と共に,山野を源資とする苅敷,

厩肥 (草を積む)のあらわれていることを指摘すれ

ば足 りるであろう。

第 4に , 2毛作の形成と労働手段 (農機具)と の

関連についてであるが, 2毛作の形成は梨耕 (長

床攣)か ら鍬耕への移行と結合してとらえられて

いる。しかし, ここにはなお検討すべき問題も残

されているように思われる。本稿では若千の論点

のみ記すに止めよう。 2毛作=施肥農業の形成を

深耕の必然から鍬耕 と結びつけてとらえたのは安

良城盛明であるが9)その資料的根拠となったのは

古島敏雄の『日本農業技術史』である。 しかし,

同じ古島は『近世 日本農業の構造』においてはむ

しろ 2毛作の形成を梨耕と結びつけ て論 じて い

た。即ち, 一般的には梨耕なしとしたような地方

でも麦跡田は馬耕することを記したものがあると

し,「何故とくに麦跡田が馬耕の対象となるかとい

えば, 麦収穫後きわめて短時日の間に田植迄の全

作業を進めねばならぬこととなり, この場合労働

力確保に困難を伴えば作業能率の高い器具を採用

せざるをえなくなるためである。」10)と 述べる。こ

のように考えてゆくと梨耕の地域的分布を説明す

るのに最も好都合であるという。「 2毛作の普及は

村明細帳による戸谷敏之氏の研究によれば, 東海

地方を境として西南日本と東北日本にかなり明確

な差異を認めることが出来る。東海より東北にお

いては, 2毛作の殆んどない地方は大体において

梨耕のない地方と一致するのである。」
H)古島がこ

こでみたような作季の競合その解決は 2毛作成立

の一条件であることはたしかである。

安良城説≪深耕=鍬耕結合≫ の根拠となってい

るのは『百姓伝記』(天和2年,1682年 )であるが,

そこでは田畑共に施肥量の増加と共に深耕をすす

めており, 二鍬さし,三鍬さしという方法を示し

ている。「上上を一鍬 うち,地ふかくなるようにう

つ」のが二鍬さしであってこの方法によって深耕

しうるのは鍬の一つの特色とされている。 なお備

中鍬の出てくるのは近世後期のことである。

現実の農業経営の担い手の推移は,名主層 (2.5

ha前後)か ら下層農 (l ha前後)へ と移行 してお

り,こ の下層農を自立化させ本百姓として基礎単

位に編成して近世社会が形成されるのであってみ

れば梨耕から鍬耕への移行と結びつけるのがわか

り易く一般的な推移を 説明するものではあろう。

しかし,こ の過程で梨耕が後退してゆく理由, 根

拠については, もう少し掘 り下げる余地を残して

いよう。つまり,梨耕で深耕の体系が出来れば鍬

耕で深耕するよりもより合理 的であ るからであ

る。筆者はかうした点を先に古代社会において農

業共同体分解の形態 とい う視角から考察したので

あるが12), 中世後期という時点においてもう一度

検討する必要を感ずる。 これは本稿ではそのゆと

りもないのでのちの課題に残すこととしよう。

さいごに, 水田裏作≪イネムギ連穀≫の意義に

ついて簡単にふれて小稿での結びとしたい。

第 1に, 同じ水田裏作でもその社会経済的条件

において中世後期と近世とでは若千の違いをみせ



ることである。 中世後期においては作物の種類の

多様化に対して, 正租の納入形態も多種多様化し

ている。大豆,麦 ,桑,綿などを納める様になる13)。

米以外に麦, 大豆も年貢となる。近世に入ると太

閤検地を経て石高制 の下に, 年貢は水田=米 (畑

の大豆)と し,裏作麦 は農民の食料とする体制と

なる。 (水田裏作という概念はこのときに成立するので

はなかろうか。中世後期では日麦といっている。)一 日

に 2毛作というが商業的 2毛作ではなく, 窮迫自

給的裏作として形成されていることに注意せねば

ならない。幕藩体制の下において,各藩の主要な

努力は,水田開発に注がれてゆく。

第 2に水田裏作 (イ ネームギ)方式の歴史的推移

をみると, 大正中期が頂点であって農業恐慌下に

崩れ, 戦時経済,戦時食糧危機下に一時小麦偏作

的に展開し,昭和35年以降高度成長下に瓦解する。

この動きはこの方式が資本主義の発展に適応する

体制ではなく, その下で解体してゆく脆弱性を有

するものであることを物語っている。 この歴史的

推移のあとを辿ることは別稿にゆずりたい。

第 3に , 田2毛作の評価について若干の論点を

出しておきたい。 2毛作的展開方向を 以てわが国

独自の輪作方式とし, 西欧輪栽式の理念の直輸入

を戒しめる見解がある。たとえば沢村東平は「『西

欧式輪作』論においては董科作物と禾本科作物と

の交替を『輪作』とすることには異論がないけれ

ども, 麦と稲との交替を『輪作』とすることには

激しい反対がある。 しかし多肥集約農業において

は, 董科作物と禾本科作物との交替関係はそれ程

重要な意味を有しないのである。むしろ夏作物で

あって灌水状態で栽培される稲と, 冬作物であっ

て地面を乾燥させて栽培される麦, との交替関係

こそ遥かに重要な意味がある。」14)と ぃぅ。水田の

潅漑,非灌漑の交替には二形態があり, 日畑輪換

と水田裏作であるが, この両者の水田土壌におよ

ぼす影響は,真正腐植酸の形成や乾土効果 (こ れを

沢村は董科作物の窒素固定作用と同性質のものと考え

る)において質的差異はないとされる。たしかに

前節でふれたごとく, 水田土壌の改良,地力活用

にとって灌漑と非灌慨の交替が重要な意義を持つ
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こと異論のないところである。 それ故,水田作付

方式は畑作に対して一定の特殊形態を持たざるを

えない。 しかし,そのことが,水田の農法に西欧

の輪栽式農法の本質的メカニズムの適用を拒否す

ることになるのであろうか。乾土効果は潜在地力

を有効化せしめるのであるが, そのことを以て粗

大有機物の投下に代替できるものではない。 それ

ゆえ,耕種と養畜との結合, 堆厩肥の投下,深根

性作物の導入と結合した深耕′ 雑草機械防除のシ

ステムなど輪栽式の理念とするところは水田の農

法にも貫徹するのである。 ただその貫徹の形態に

おいて,灌慨と非灌漑の交替, 田畑輪換 (地 目輪

換)を必然的に伴 うのである。

沢村氏は水田裏作と田畑輪換 とのちがいを量的

にのみとらえられている。たしかに問題を灌漑と

非灌慨の交替という次元でとらえればそうかもし

れない。 しかし農法の体系としては質的な違いが

ある。 水田裏作形態では飼肥料作物基盤が弱く耕

種と養畜との結合を導き得ないこと, 機械的雑草

防除のシステムを 持ちえず音汗労働的体質を必然

化すること等において, 労働力・地力再生産に持

つ意義は本質的に異なる。 そもそも,水田裏作は

零細農耕を前提とし, それに適合した集約化の様

式であるのに対し, 田畑輪換は大経営の展開を条

件とするという点において, 社会経済的意義にお

いても根本的な差異がある。

沢村氏は多毛作的展開を水田農業に独自の「輪

作」方式の展開ととらえ, 2毛作 から3毛作への

移行を積極的に発展ととらえた。 これと対立する

議論として山田竜雄はわが国の畑作 1年 3体制を

主穀式ととらえそれが商品経済の進展に対し適応

できるものでなくむしろ崩壊するものであること

を論証し, 多毛作,間混作農業が機械化を拒否し

地力掠奪的であることにおいてきわめて 自給的,

零細農耕的農法であることを示した15)。 それは鋭

く本質を突いた議論と云いえよう。零細農耕を前

提とする多毛作には苦汗労働的, 地力掠奪的体質

を加重化させることが大きく問題 が大きいと云え

よう。 零細農耕の止揚を前提するならば,輪換的

様式の下において多毛作をも包含した合理的展開
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を見出し得るのではないか。
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