
  
  中国東北部における農耕方式の変革

  誌名 農村研究
ISSN 03888533
著者名 保志,恂
発行元 東京農業大学農業経済学会→食料・農業・農村経済学会 (121号-）
巻/号 48号
掲載ページ p. 45-60
発行年月 1979年3月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



`5

中国東北部における農耕方式の変革

緒言

筆者はさきに解放後中国農法変革のあしどりを

「多毛作化と輪作体系」という農耕方式の変革と

しての観点から辿ったのである1)。

こうした農耕方式,と くに作付方式の問題から

中国農法に接近した理由は次の点にあった。すな

わち,西欧の農法は気象条件の制約もあって一年

一作制を基調にして展開しているに対し,中国農

法ではすでに古代華北において,古代亜輪栽式と

いわれる農法において一年一作制を実現し,その

後二年三作制,一年二作から一年三作へと多毛作

化しているのである。多毛作化基調の農法と一年

一作基調の農法とで,農法展開の論理に如何なる

相違があるのだろうか。この点の解明が関心の第

一の点であった。こうした関心を強く持った理由

は,単に中国農業それ自体についての興味という

よりは,日 本農業の発展経路に対する見方を整理

するという意味があった。すなわち,日 本の農法

も,鎌倉時代より水田裏作が導入され,以後作付

方式上,多毛作化の方向も一つの展開経路として

認められるのである。そして,西欧の輪作農業に

対し,ア ジアの多毛作農業を対置させ,ア ジアで

は独自の農法発展系列として多毛作化を強く押し

出す見解がある。そして,西欧型輪作農業の導入

を直輸入,模倣論と批判する。筆者はかねてこの

へんの考え方について整理したいと考えていたの

である。華北,華中,華南の農耕方式の展開につ

いて検討した結果の一つの到達点は,多毛作と輸

作という概念は対立的なものではなく,む しろ相

互補完的なものではなかろうかということであっ

'陶

た。すなわち多毛作になったばあいには地力減耗

も著しいのでそれを回復さすべく,合理的な輪作

体系設立の要請はむしろ強まる。労働配分上も季

節的な労働集中は激しくなるから総体として輪作

体系をとって労働配分を合理化す る必要が生じ

る。ただ,両者は,零細農耕という小規模経営の

基礎上では対立することになる。小経営では合理

的な輪作制度を導入することは出来ないので,音
汗労働的多毛作が一面的に発展することになる。

社会主義経済の集団農場制,一日に社会的大経営

のもとにおいて両者の対立性の根は除かれたとみ

られるのである。ところで, この検討を完結さす

ためには,いま一つの残された地域の農業の展開

形態について検討しておく必要がある。それは中

国東北部の農耕方式である。ここでは自然条件か

ら一年一作制しか展開不可能であった。こうした

地域において農耕方式が解放前と後で如何に変化

しているか,見極めておきたいというのが,小稿

で中国東北部の農耕方式を検討の対象にとりあげ

た第一の理由である。

第二にあげておきたいのは,華北農業の東北へ

の移出という視点ではある。 明末 清初 (17世紀初

頭)においては東北農業は遼西, 遼東を主として

いたが,19世紀初葉以後,華北流民の東北潜入が

絶えず,吉林,黒竜江両省へ入るものが増大,20

世紀に入ると関外鉄道,東支鉄道の開通があって

漢族移民の流入,耕地の開拓が急テンポで進行し

た。そしてここでの生産方法は新しい農業技術が

導入されたというものではなく,「華北に行われ

た在来農法を東北の風土に適応させるかたちで実

現された」2)と いわれる。このように,華北の乾
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地農法が東北という風土的基盤に如何に適応され

たかということを通じて,中国農法の性格につい

ての把握を深めることが可能であろう。

第三に検討したいのは,社会主義農業の発展の

論理を東北部農耕方式の変革を媒介にして把握す

るということである。ただし,こ の点を深めるに

は,資料不足を痛感せざるをえない。本稿で用い

た資料は,1962～63年にかけての中国農報誌上の

ものである。筆者の考え方によれば,こ の時点が

中国農法の転換基軸であり,ま ずこの時点を確認

しておくことが以後の展開を見極める前提になる

ということである。そして又,倖いに最近天野元

之助によって,解放前の中国東北部農業・農法に

ついてのかなり詳しい論文が発表された3)。 それ

によって解放前と後についての比較ということも

可能となったのであるが本稿ではそこまで入 り得

ず,解放後の農耕方式変革の,幾つかの事例を検

討するに止まっている。

注

1)拙稿「多毛作化と輸作体系の問題」熊代幸雄・

小島麗逸編『中国農法の展開』1977年,ア ジア経

済出版会。

2)天野元之助「解放前の中国農業 とそ の生産関

係」『アジア経済』vol.16,no.6,1975年。

3)同上論文。

1.大豆正在栽培輪作方式より大豆迎在栽培輪

作方式ヘ

東北部農業における作付方式の変革について十

分な資料もないので事例紹介的にならざるをえな

いのであるが,ま ず吉林省の主要な大豆生産地域

である楡樹県において,解放後の作付方式の展開

が如何なるものであるかを検討してみることとす

る。

この県での大豆面積は年 1々1万鏑 (東北地方で

一駒は15ム ー)に達している。収量は安定し,品

質は内外に有名を馳せている。1949～1961年 の収

量の統計ではこの県のhaあ た りの収量は 1,242聴

で全省の平均水準を超えている。楡樹県の農民は

長年の大豆栽培の豊富な経験にもとづいて一連の

大豆中心の輪作制度を創造したといわれている。

こうした生み出された輪作制度の優れている点,

問題点などについて検討 してみる。

楡樹県は長期にわた り作付面積中大豆の比重は

大きく,常に豆及び穀物の総面積の35～37%を 占

め,高梁 と栗は,同 じく約20%前後を占める。

(第 1表参照)

第1表 各種作物作付分布

(楡樹県 1949～ 1957年平均)

小麦 水 稲

大豆は商品化率の高い作物であって農民経済の

主要な支柱である。高梁はこの地の高収量食糧作

物であ り主な食糧である。栗は食糧に供するが,

粟がらは役畜の主な飼料である。ここ10年来,こ

のような農耕方式が安定的に推移してきた。そし

て大豆中心の輪作制度を形成しているのである。

1960年頃の楡樹県において,地勢,土質,経営条

件を異にする三つの地区における輪作方式を紹介

しておこう。

(1)西部緩起伏平原地区の輪作方式

この区は土質肥沃で,黒土は層厚く,腐蝕質の

合量も高く,保水力も強い。淋溶黒 釘上に属す

る。地勢は平坦で広闊であるが,ゆ るやかな起伏

がある。この区の耕地面積は県の総耕地面積の60

%前後を占める。恩育人民公社幸福生産大隊双山

生産隊の典型調査によると該隊の総耕地面積121.

82ha, その中平らな高地は 109.41ha,の こりの

12.41Mは,準低地及び低地を形成している。こ

の各地形における輪作方式は以下の如くである。

1.平原地における輪作方式

大豆一 課 一 大豆 一 粟 (平原地面積の

9226%を占める。)

大豆一 課  (或いは小麦)一 栗 (平原地面

積の7.74%を 占める。)

2.準低地,及び低地における輪作方式

大豆一 課

面
重

総
比

物
る
の

穀
め
Ｃ

び
占

及
に

豆
積 7.4 11.5 2.7 0.837.7 20.e 19.2
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1高

梁
1栗 1急

こし
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とうもろこし (或いは大豆混播)一 小麦一     大豆
― 設 ― とうもろこし,大豆 (或い

稗

高梁― 稗 (或いは高梁連作 3～ 4年 ,の ち,稗 )

(2)東南部丘陵地区の輪作方式

この区の土壊は強生草灰化土に属し,黒土層は

やや薄く,肥力は割合に低い。耕地の大半は起伏が

あ り,平坦ならざる丘地である。坂はやや急であっ

て,上部の水や上の流失はかな り大きい。土質や

地勢に変化多 く,農民は “一歩三換土"と 呼んで

いる。耕地面積は全県総耕地面積の約28%前後を

占める。向陽公社の中合大隊第一生産隊の典型調

査によると其の輪作方式は以下のごとくである。

1.肥力の大変低い閥包地,小 雑豆― 粟 (耕

地の20.8%を 占める)

2.肥力中等哺 平地,大豆― 敵 一 大豆

― 粟 (耕地の51.8%を 占める)

大豆
一 課 ― 粟 (耕地の9,7%を占める)

3.山川の低地 ;大豆
― 高梁 (耕地の17.7%

を占める)

稗一稗

(3)中部沿海低地の輪作方式

この区は松花江及び其の支流沿岸にあって地勢

は平坦で低 く,土質は肥沃,沖積性の草旬土に属

する。地下水位高 く,雨季には水害にあい易い。

耕地面積は全県耕地面積の10%前後を占める。そ

の輪作方式は以下の如くである。

1.平地 ;大豆一 課 ― 栗 (主要なもの)

大豆
― 敵 一 大豆― 栗 (そ れにつぐ)

2.やや低い土地 ;大豆
― 高梁

3.軽 いアルカリ性のやや低い土地 ;

はとうもろこし混播)一 小麦一 課

4.低地 ;高梁― 糎 (或いは稗)

以上を総合すると楡樹県輪作方式の主要なもの

として以下の方式をあげよう。

大豆― 調 一 大豆一 粟

この方式は,間平地及び平地に分布する。大豆

一 課 ― 勲 分布面積,比重ともに小さい。

大豆 (或いはとうもろこしと大豆の混播)一 高梁

が低地に分布している。又雑豆と粟の方式が蘭包

地に分布している。ともあれ大豆一 課 一 大

豆
一 粟方式が主要な作方付式である。

以上のごとく,楡樹県の輪作方式の特徴は大豆

を中心とし,雑穀を主体とするところの,大豆迎

左栽培の短周期輪作を行っているところにある。

実践の証明するところではこのような輪作はこの

土地の自然条件に合致し生産と農作の要求にも合

致しているとみられる。任徳華は,以下五点を,

この輪作制度の合理的なる点と指摘している1)。

日 輪作中,大豆と高梁,粟は相互に良き前作

となり,安定高収にとって有利になっている。先

の調査によれば,当地の栽培作物中粟作と高梁作

とは大豆作に適合する。菜作と高梁作のあとの大

豆は,生長繁茂し,技節多く,茎葉は粗壮で根系

は発達し,根瘤菌の発育は良好で,前期の生長が

よく,物質の累積も多く,後期における花爽類も

亦多い。(第 2表参照)か くて大豆の収量を高め得

ること明らかなことである。とうもろこしあとの

大豆の収量を 100とするならば,栗のあとは127.

第 2表 諸作物のあと作大豆発育に対する影響 (1960年 楡樹県)

|

節   数 根   数 根 瘤 数

6.2

8.6

9.7

6.9

26.0

18.0

14.2

14.0

5.5

3.6

2.5

2.0

16.22

13.51

14.20

4.13

3.85

1,335.4

1,197.5

999.2

355,9

340.9

64,7

61.8

45.8

43.8

49.0

古 期 (6月 12日 調査 )

茎 幹 重
(g)

粟

高     梁

と う もろ こし

甜     菜

大     豆

花 期 (7月 24日 調査)
盛花期 (8月
12日 調査 )

成熟期 (9月
25日 調査 )

葉   重
(g)

葉 面 積
(Cコ 2) 花   数 葵   数

41.0

38.2

25.0

備考 :任徳幸「楡樹県以大豆為中心輪作換荏経験」『中国農報』1962年第12期。

|

10.261

6.96  1

7.34 1

3.66  1
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211.75

202.03

10.23

18.20

5.65

1,936.1

1,782.0

1,552.0

1,457.5

1,141.5

前  作

第 3表 諸作物の後作大豆収量に対する影響

(1960年 楡樹県)(kg/ha)
末内の上壌がよくあたたまり,出苗は整いよくの

びる。大豆は一般に釦種 (旧瀧をくづして新瀧をつ

くり,新籠の上に播種すること)し て底肥を施す。

豆のあとは原増目を反転せず高梁と粟を播 き,前作

物の底肥の余効を十分に利用する。一般に豆類作

物を うえたあとの土壌は有効肥力が高 い の で あ

る。満時期公主嶺農事試験場の試験結果 に よる

と大豆あとの有効窒素含量は12.5ppm,粟 あとは

10.6ppmで ある。か く,豆作のあとに禾本科作物

をうえると増産するということである。

大豆に迎若栽培するならば減産するだろうか。

楡樹県は土質肥沃,黒土層は厚く,大豆を釦種す

るとき底肥と結合するならば,迎左の大豆産量と

正若 との差は大きくない。(第 5表参照)

これによってみると,楡樹県では,大豆中心の

作付方式として,迎若栽培を行うことで穀作と豆

作の収量を高め得るのである。

(注)迎在栽培とは輪作中豆科と禾本科の作付比例が

1:1になるような作付方式のことである。正菱

栽培の正確語義ははっきりしないが,こ こでは3

年に1回 などより粗放な方式のことを云うようで

ある。

第 5表 輪作方式と大豆収量との関係

輪作方式
収量比率
(%)

調査地片 面  積 収  量 収量比(%)

127.9

114.8

100.0

93.9

73.5

栗

比 率

(%)

粟

高    梁

とうもろこし

甜    菜

大    豆

前 作

備考 :第 2表に同じ。

第 4表 諸作物の後作高梁 と粟の収量に対する影響

(吉林農科院)

|

1  高   梁

収  量 1比  率
くkg/h。 | (%)

大    豆

高    梁

粟

甜    菜

備考 :第 2表に同じ。

9,高梁のあとは 114.8,大 豆の連作は 73.5であ

る。(第 3表参照)

このように各作物が後作の大豆収量に対する影

響の異なるのは主として作物作付中の養分の状況

が異なるによる。有効隣の合量を測定すると,粟

のあとの土壌 100gあた りには,8.6080ミ リグラ

ム,と うもろこしあとは7.3625ミ リグラム,大豆

のあとは6.6256ミ リグラムとなっている。大豆が

土壌中の有効隣の含量に対して大変敏感なのは特

に苗期においてである。大豆の根系と根瘤菌の発

育及び開花結爽率は土壌中の有効鱗の合量と正の

相関関係にある。

輸作は大豆のためによき前作を提供するばかり

でなく,又高梁と栗のために,大豆はよき前作と

なるのである。豆作のあとの作物は一般に増産傾

向にある。(第 4表参照)楡樹県の春播季節は,気

候は乾燥し,風が多く気温の上昇は快適である。

粟と高梁の種粒は大変小さいので浅播きがよい。

出苗を整斉したならば,十分な水分を供給すべき

である。豆のあとは原朧を反転せず濤をつくって

高梁や栗を条播する。融け水は土壌毛細管現象で

上昇し,浅播してあるので地温が高くなれば播種

100.0

99.3

備考 :第 2表に同じ。

国 この輪作方式は地力を高く保持しうるもの

である。合理的な栽培制度は,用地と養地の結合

がなければならない。楡樹県の大豆迎左栽培にあ

たっては,作物の特徴と土地の自然条件とを結合

した耕作,施肥方法をおこなって,用 と養を結合

し,地力を高める条件をととのえている。

迎左栽培にあたっては,輪作中,大豆の比重は

50%を占める。大豆は養地の作物であって土壌中

の窒素を増加せしめるの外,土壌中の隣とカリを

活性化し,土壌中の有効肥力を高めるのである。

黄和轟らの測定によると,大豆あとの haあたり

有効隣は90増に達し,カ リは200kg前後にいたる。

137.5

100.0

70.4

106.4

者

巻

正
　
迎

収  量
(kg/′ha)

2,503.0

1,606.0

1,669.7

|

100.0

64.2

66.7

1,981.9

1,440.3

1,013.7

1,532.2

調査地片 1 騒ig/謄 )

・６

　

２２

1,754.1

1,743.1

イ∂
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豆科作物の根の陽イオン置換量はやや高く因っ

て更に多くのカリが根のイオン交換作用に参加す

る。根の陽イオン置換量が増大するならば,植物

のカルシウム結合をよく増大させ,根のカルシウ

ム吸着を増強させ,か くて溶性の隣は活気づくの

である。大豆の落葉量が大であれば一作大豆のあ

と,土壌有機物の合量を約0.05%高め得べく,大

豆に根瘤菌があれば,遊離態窒素を固定すること

が出来る。かくて一ムー地で10聴を固定して50聴

の硫安,或いは5ト ンの土糞に相当するものを得

ることが出来る。大豆体内の窒素は,大部分は根

瘤菌の固定せるものであって,その量は全需要量

の 3分の2を 占め,土壌からくるものは3分の 1

である。大豆植物体及び子実が含む窒素量の分析

によると,根 と葉の内に含む窒素量は総体の2分

の 1を占め,しかも,大豆の根あとと葉は全部畑

に止まるのである。楡樹県の大豆播種量は毎年収

量の20分の 1であり,子実についている窒素の20

分の1は土壌中に戻るのである。かくのごとく,

大豆を栽培することは土壌の窒素の合量を増大せ

しめることに帰着する。土地多く,人少なく,肥

料に乏しい楡樹地区にあっては,土壊窒素の水準

は収量を決定する重要条件であり,生物の窒素固

定は顕著な増産作用をもつのである。

迎若栽培の大豆輪作方式を実行すれば, 3年に

1作糞施を変じて, 2年に 1作糞を施用すること

になる。大豆の播種は釦種するので旧瀧を破 り新

龍を合する機会に大量の底肥を施すことになる,

新種では少量の細肥を施すに止まる。

(注)釦種は1日 :朧をくづして新瀧をつくり,そ こに

播種する方式であるが,チ不種は龍をくづさないで

播種する方式である。

大豆栽培と底肥とを結合することは生物の窒素

固定能力を強める。大豆の本身は土壌中の窒素を

消耗すること大変少ないので,施用せる窒素は多

く次にくる禾本科作物が消耗する土壌養分を補充

する。経営管理のややすぐれている楡樹鎮公社興

隆店大隊の施肥水準調査によれば,大豆には99%

の面積に底肥を施し,高梁は62%,粟は33.7%の

面積に種肥を施すのである。施肥量は底糞平均20

トンの上糞で窒素量 0.2%を含むので,窒素量40

kgと なり輪作中の大豆 2区で80峰 となる。種肥と

してhaあた り平均 7ト ンの細肥をや り,こ れには

窒素 0.4%を含むので合計窒素28kgで 2区の合計

は56kgと なる。ただし,現在の施肥水準は杯種し

たところで,平均約65%の面積に施用されている

のみなので,実際上は36kg前後であ り,両者合計

116kgと なる。文献によれば,高梁は1,000蛇 の子

実を産するのに26kgの窒素を吸収し,栗は47.5聴

を吸収する。楡樹県の14年 (1949-1962)の 平均収

量,高梁1,707聴には窒素44.2kg,粟 1,231蛇には

窒素 58.4聴で合計102.6聴 となる。かくて大豆輪

作で迎左栽培を実行するならば,土壌中の窒素量

は支出量よりも顕著に増大する。

大豆疏 栽培の三区輪作中(短一 課 ― 粟)

同様の施肥水準の下にあっては,土壌中の窒素は

76kg,支出量は 102.6kgで ,その差 はすこぶる大

きい。これに大豆の増加させ る窒 素量を加えて

も,や うやくバランスがとれるのみである。それ

と共に肥料の質量においてかなりの差があり,窒

素の平衡は三区輪作においては生産重量との対比

で破れている。以上の検討によって迎左栽培が三

年輪作栽培に対して養分のバランス上優越性をも

つことが明らかである。

日 この作付方式は雑草を消滅させるのに便利

である。楡樹県は土地多く,人少なく,一労働力

あた りの耕地は1.83haで,畑における雑草の害は

かなり重い。かくて農民は常に畑における労働量

の50%を除草に用いている。大豆迎若栽培を実行

するならば,釦種と杯種とを交替するので雑草の

害を抑制するのに有効である。

調査によれば,朧作の杯釦体系中,雑草種子の

龍作の耕層内には分布の法則性がある。 0～20m

の土層内の雑草種子は80%が瀧台の 8～12mの深

さのところにある。そして, 0～ 8 Cm内 の土層の

ところには11.6%がある。杯種を行うとき播く深

さは一般に雑草種子の大量に集中している深さを

超えない。杯種と同時に地表の雑草種子の80～90

%を行間に集中せしめ,苗眼内の清潔を保証し,

以て苗眼内の除草に用いる労働量を減少させる。
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同時に杯 種 は,鐘 (シ ャベルで削り取る除草)前に

梨で除草し,一挙に大量の雑草を消滅させる。当

地での釦種は一般に 4月 中旬に開始するが,こ の

時表層の大部分の雑草種子と多年性雑草の無性繁

殖器官は生長の萌しをみせている。この時に釦種

して旧増旨を くづして新朧に合すれば,維草を深層

の中に鋤き込んで窒息死せしめる。省力にも又有

効である。楡樹県の大豆苗期の調査によれば,釦

種したところの地上毎平方米あた りの雑草の数

は,杯種あとにくらべて

“

%少なく,平作にくら

べて更に少ない。

大豆の枝葉が繁茂して堆を敏うこと早ければ,

よく雑草の生長を抑制することが出来る。観察に

よると,大豆が地を餃ってから,.維草は光を喜ぶ

ので,生育が同じでも繊維が大変弱く,結実が大

変少なく,或いは結実に及ばないで死亡する。少

量の雑草が長大となって大豆の植株の上に露出す

るならば,農民は一辺に大草を抜 く作 業 を行っ

て,開花結実を待たずに,消滅させるのである。

四 労・畜力を調整させる。楡樹県の生長季節

はやや短かく,農業の活動は集中し, これに加え

て土地が多く人が少ない。よって労働力を合理的

に配分し,適時の播種,適時の除草を 行 うこ と

は,豊作をかちとる上に重要な意義を有する。

楡樹県の播種季節は,一般に谷雨 (4月 20日 )か

ら亡種 (6月 6日 )にいたる約 1ケ 月半,除草は亡

種 (6月 6日 )前後から小暑 (7月 7日 )にいたっ

て作物が瀧を敵うまでの約 1ケ 月半前後などであ

る。この一連の期間内にあって雨季とか降水の日

を除くと,可能な畑作作業日数は1ケ 月前後であ

る。無論,播種にせよ管理にせよすべて急いでや

らねばならないのである。大豆を中心とした迎在

栽培輪作方式を行うならば,農作業の時期をズラ

して,合理的に労・畜力を使用させうる。

輸作中の作物の生物学的特性とこの地の自然条

件の特徴から,農民はまず高梁と栗とを杯種し,

のち大豆を釦種する。除草の面についていえば,

高梁と粟がまづ苗を出すので,その除草をするこ

とになる。大豆はあとから苗を出すので,あ とで

除草する。高梁と粟の葉片の蔭敵力は小さいので

靖目を散うことおそく雑草は多い。大豆は前期に生

長繁茂し,蔭敵力強く,朧を餃うこと早いという

特徴があり,農民は習慣上,杯種したあとの作物

については除草三遍,釦種したあとの作物につい

ては二遍行う。そ の順 序 は,高梁・粟一 大豆

一 課 ・粟一 大豆一 課 ・栗 で あ り然る

後,桂鋤する。除草は杯種したあとから開始して,

杯種したあとを以て終るのである。このようにし

て雑草の害を抑制し,各作物の生物学的特質から

くる要求にあわせ,又この地の土地多く,人少な

いという生産上の特徴に適応するのである。労働

の使用量において,大豆は高梁・栗より少なく,

一般にその差は三分の一前後である。生長期間の

労働量の配分においては三種作物でそれぞれ異な

る。大豆播種の労働量は高梁と栗に比して倍かか

り,か くて,高梁と粟の播種の際には,部分労働

力を抜き出してその大豆播種前の準備工作をする

ことが出来,大豆の適時の早期播種を保証するの

である。最も大変な除草管理期間にあっては大豆

の労働量は高梁と栗に比して少ない。一般に高梁

と栗の労働量の三分の一であるが,高梁と粟の畑

の管理労働量の四分の一はこれを次の間引きに用

いる。楡樹県においては,高梁と粟の間引き作業

は一般に最初の除草のあとで行う。この時期は大

豆除草の最初と合致する。このように労働力の緊

張強度を緩和し,労働の生 産性を高めるのであ

る。

国 大豆生育にとって土壌,気象条件を充分に

利用することが出来る。大豆は温かいのを喜び,

水分をかなり多く求める作物である。土質肥大に

して保水力強く,陽光が十分で夏季気温が20°C～

24°C,開花期の降水が十分という自然条件が,大

豆の生育と品質を高めるのに有利な自然条件であ

る。楡樹県の大部分の耕地は地勢は平坦,土質は

肥沃,黒土層厚く,腐植質含量はわ りに多い。保

水力強く,土壌は酸性でもな くアル カリでもな

く,地下水位高からず,大豆の生長に適する。

気候の面についていえば,大豆生育の前期に気

温はわ りと低く,降水はわ りと少なく,大豆の陣

苗に有利であるし,根系の発育を促進する。繁茂
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第 6表 大豆栽培地の最も多い土壌類型と特徴

51

土 壊 名 称

地   質
腐 触 質

(%)

黒 土  層

(Cin)

ph イ直
耕地に占める

比率 (%)農 民 命 名

黒   土 (平 )

黒   土 (丘 )

黒 黄 土 (平)

黒 黄 土 (丘 )

二 黄 土 (平)

発生学名称

淋 溶 黒 ―

強生蔵弱灰化土

淋 溶 黒 ―

強生草弱灰化土

淋 溶 黒 土

6.5

7.0

6.5

6.5

6.0

17.95

7.02

24.37

3.36

8.56

注 :(平)平原地区,(丘)丘陵地区,腐植質は0-253m内 の含量。
備考 :第 2表に同じ。

第 7表 30年気象要因平均数字と豊作年 (11年)気象要因平均数字の対比

質

質

粘
　
崚
　
″

壌

粘

3,247

3,123

2,906

2,337

1,992

60以上

50前後

30-50

30以上

20-30

注 :(A)30年平均数値,(B)11年豊作年平均数値
備考 :第 2表に同じ。

生長の7～ 8月 にあっては,降水は十分で,日 照

長く,気温上昇して21～ 23°Cに いた る。これは

“大豆花開き,魚をとりえびを探る"(大豆開花,

傍魚摸虫下)時期 の生物学的特徴と合致する。楡樹

県30年 (1931～1960年)の気象 と農 業 の豊凶関係

分析表が明らかにするところによれば,11の 5穀

豊作年の前に, 5年大豆のとくによい年があり,

6年の凶作年の前に,大豆のとくによい3年があ

る。この表は明らかに大豆の収量が楡樹県にあっ

ては比較的安定していることを示している。これ

によってみれば,楡樹県が大豆の主要生産地区と

なっているのは経済的条件の外に自然条件が決定

的な作用をなしていることを知るのである。

第 7表によってみれば,楡樹県の30年の気象要

因の平均数字と30年間の中の11年の豊作年の数値

とは大変接近している。気温がやや低く,降水量

がやや多いというていどでぁる。しかも,こ こで

は大豆は,地温を高め,余分の水を排除する龍作

栽培を実行してお り,大豆生育の環境条件を創造

しうるのである。

6月 7月 8月 9月

附近の県 (如九台,徳恵,農安,舒蘭)の 気候条

件は類似しているが地勢土壌の条件は楡樹のごと

きではない。種植率の小なる所似である。地勢が

低平で地下水位の高いところでは土壌はアルカリ

性を呈する。(農安,徳恵西部)山区,半山区に属

するところでは地形複雑で土質清薄 である。 (如

九台,舒蘭,徳恵東部),楡樹県自身についても大豆

の分布はアンバランスである。平原地区の新広公

社のごときは,大豆の栽培比率はa～45%を 占め

る。中部河沿いの低地の城発公社は25～30%前後

である。

大豆迎左栽培を実行するにあたっては輪作中に

あって大豆の種植率は最高限度に達する。さて楡

樹県の農民は迎在栽培大豆輪作方式の利点として

山下の諸点を指摘していう。

1.大豆は高梁と栗とのた め の よき前作であ

り,高梁と栗のあとの大豆もたいへん適して

いる。

2.大豆に根瘤菌があり,これが,隔年の釦種

と一次底糞と結合するならば,土壌をこやす

4月 5月

気 温 °c

降水量 (ミ リメートル)

日 照 (時 )

(A)

(B)

(A)

(B)

(A)

(B〉

5.8

6.4

24.7

24.2

243.6

239.8

15.0

14.9

54.6

57.1

235.6

239.2

14.0

14.7

58.3

55.0

251.8

257.1

19.9

20.7

109.0

85,0

254.3

270.1

22.9

23.4

167.2

156.9

241.2

256.7

21.3

21.6

119.9

120.9

262.5

252.5
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のに有効である。

3.大豆は蔭敵度大で,龍を餃うこと早い又是

を一年おきに一回反転すれば雑草少なく土地

をきれいにする。

4.大豆と高梁,粟の面積は各々半ばを占める

ので,農作業の時期をずらして労働力をバラ

ンスよく使用させる。

これによってみるに楡樹県は大豆を中心する迎

若栽培の輪作制度を実行することによって地力を

培養し,安定高収を保持し,労働力,畜力を調整

し,国家生産計画を完成し,諸条件を有利に展開

することが出来るとするのである。

さて,こ の大豆迎左栽培輪作方式を実施するに

あたっての注意すべき問題も併せて指摘されねば

ならない。任徳華はこの問題点について以下の諸

点を指摘している2)。

1.大豆の作付率を合理的に調整する。

楡樹県の優れた自然条件は農民の大豆栽培の豊

富な経験とあいまって大量に大豆を作付する前提

である。だが,1935年～1957年間の農業生産統計

資料によってみるに大豆面積は終始安定して35～

37%前後を占めている。1959年 より大豆生産の要

請が増加し,毎年平均 115,000駒前後,豆及び食糧

作物の

“

%強を占め,作付交替が困難で連作が出

てきた。中共楡樹委員会は曽つてこの問題につい

て一回典型調査を組織し,謝家,黒林子,千家,大

山噸など9つの公社を調査した結果によると大豆

は全県で 7～ 8%の連作面積をもっている。同時

に明らかになったことは大豆作付に不適の黄土唐

薄地,水害にあいやすい低地,水田などは90,000

ha前後であり,大豆作は適地は 22万 ha前後であ

る。最近のように毎年大豆を 115,000ha作 付する

とき,大豆作付に適当な面積の50%を こえること

になる。現行輪作方式では大豆作付率は最高50%

である。連作大豆は苗期にその欠陥をあらわす。

根系発育不良,植株矮小,根瘤の明らかな減少が

みられる。

連作大豆は生育不良を除くの外,病虫害が重な

り,か くて収量は明らかに下降する。

さらに食心虫の危害が加わ り,虫食率が増加し

第 3表 連作と幼苗生育 (楡樹)

葉 面 積
(cin2)

作

作

代交

連

6.4

5.7

3.0

2.2

4.9× 3.8

3.8× 2.9

備考:第 2表に同じ。

第 9表 大豆前作と大豆病虫害の関係 (杯徳)

調査時期

病害虫名称

前作   被害率

7月 19日

立 枯 病

調査株数 被害率(%) 発病率(%)

粟 1,012

1,227

1,274

2.9

2.7

40.6

50.0

30.0

95.0

40.0

20.0

10.0

63.0

18.0

高
　
大
　
甜

梁
　
一豆
　
菜

備考 :第 2表に同じ。

大豆の質量は低下する。1960年 の楡樹県の資料に

よると粟あとの大豆の虫食率は 2.9%,高梁あと

は 2.7%,大豆あとは 40.6%と なっている。

大豆の連作は収量の低下と品質の悪化をもたら

すものである。従来の実践経験の証明するところ

は,現行楡樹県の輪作方式において大豆の比重は

最高限度50%である。どんなに大豆の比重が多く

なっても11万haを越えるのはよくないのである。

歴史的にみると大豆の作付率が豆及び食糧作面積

の35～36%を 占めるのであるが,こ れは合理的と

いえるだろう。このように連作をなくし,地力を

培養して安定高収をあげることが出来 るのであ

る。

2.大豆の単作面積あた りの収量を高めるよう

にする。楡樹県の大豆単収は高くない。そのため

に,1962年には大幅に大豆作付面積が減少し,約

20,000駒 になった。これは歴史上大豆作付面積の

最も少ない年となったのである。減少した面積は

すべて高梁の面積を拡張することに向けられた。

かくては,軟在 (大豆と小麦)と 硬 若 (高梁と粟)

の間のバランスを破ることになる。軟若と硬若と

は輪換させねばならず,こ のバランスが崩れ る

と,年間の作物のバランスを不安定にするのであ

る。大豆一 課 一 大豆一 粟の軟作方式を大

複 葉 数
株  高

(C=■ )

6月 26日

黒金亀子幼虫 (嬌嬉)

厳重率(%)
|



中国東北部における農耕方式の変革                    5θ

豆一 課 ― 粟として設 の連作面積を現出さ  て,単収を高める必要がある。

せると,高梁面積はいちじるしく粟の面積を超過

することになり,同時に栗が硬左のあとに作付さ   注

れることになるので減収をひきお こす ことにな    1)任徳華「楡樹県以大豆為中心的輪作換在経験」

る。別の側面として施肥において 2年に 1作糞を     『中国農報』1962年第12期。
りヽ  F訂 L

改めて3年に 1作糞としている。耕作上も2年に   ″ノ `¬上,

:『1警層負護室曇ふ言[:『ffliZキをIξ   2.翻
。釦・杯耕作制への移行

おこし,増産を持続させるがむづかしくなるので   前節においては,作付方式の変化を楡樹県にお

あるo                     いてみた。しかし作付方式はそれを支える技術的

楡樹県の大豆生産調査によれば,全大隊で平均  な条件との関連の中に存するのであり,本節では
haあ た り1ト ン以上あげている例も多々ある。こ  この視点から黒竜江省における耕作制度の変革の

れによっても大豆生産の潜在力がかなり大きいこ  あとを辿ってみたい。

とがわかる。当面,豆や食糧作の総生産量を高め   黒竜江省では1950年 よリソ連式畜力農具を平翻
るには大豆の単位面積あたり収量を高める措置を  平作耕作法と結合させて普及させ,それ以来,伝
実行しなければならない。それによって当面の増  統的な地作を基礎とする杯釦輪作制に一つの変化

産と,こ んごの持続的な増産を達成することが出  を生ぜしめている。平作法はまず小麦に応用され
来よう。そのための当面の有効な措置を簡単に述  た。小麦は他の作物に比して平播,せまい巾での
べると以下の如くである。            密植に適するのである。かつて,同 じ条件の下に

(1)播種の質と量を改め,苗の全部が丈夫であ  ぁる多くの地区において,耕翻を要したのではあ
ることを保証する必要がある。農作物の調査によ  るが,整地と播種の質量がよく技術の要求にかな
ると大豆の欠苗率は10～ 30%前後であ り,植株の  うならば,平作小麦は一般に龍作に比して増産と
分布は均等でなく,死群も多い。そこで播種方法  なり,農民の歓迎するところとなった。その後平
を改めることに着手すべきである。苗を調べて補  作法は漸次大豆に応用され,その効果は地区によ
植し,苗の健康を保証すれば収量を 1～ 3割前後  ってマチマチであ り,収量にも高低があるが,差
高めることが出来よう。             は大きくない。とうもろこし,高梁,栗などの作
(2)適時の除草と適量の施肥とを行えば,大豆  物は,平作する者甚だ少なく,農民は平作のよく

の生長繁茂を促進しうる。適時の除草は雑草を抑  ないことを認めている。多くの地区の調査資料に
制し,同時に表層土壌をやわらかくし,大豆の生  よると,連年同一の土地の上に平作法を応用し,

育を促進する。適時に除草すれば,小苗は長く,  小麦連作,或いは麦と豆の交替で作付するや り方
どっしりしていて葉の出るのが早い°       は,龍作を主とし,瀧平結合の翻釦杯耕作制に及
中国科学院農林土壌研究所の楡樹県における試  ばないのである。

験結果によると,幼苗期に適量隣肥を追肥してや   1.翻 ,釦,杯耕作制の意義と内容
れば10″ 15%前後の増産が可能である。又開花前   (注 )翻は平坦耕起,釦は作瀧耕起,杯は,作朧不
に適量の窒素を追肥してやれば21″32%の増産が    耕起,と解される。

可能となる。適時の除草,適量の施肥は大豆前期   翻,釦,杯耕作制は,こ の地に伝統的に存する

の生長繁茂を促進する。先の調査によると,寒冷  釦,杯輪作制の中に平翻深耕の 1環節を加えたも

湿潤の北方黒土地帯にあっては,大豆の生長繁茂  ので,翻は復式梨での平翻深耕を意味し,釦は三

の程度と収量とは正に相関関係にあるのである。  角形梨鉾の梨を用いての瀧翻を意味し,平地を翻
この外,良種を選び,種子処理を改善した りし  耕して瀧を作った り,1日瀧を翻耕して新朧を作っ



後 作 物

∫秋に瀧翻2回
l翻後駆をつくる。

1秋に,平翻 ,

1秋にハローガけ,上をこまか くし,平らにする

原瀧を翻せず
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前  作

第10表 翻釦杯耕作制中前作耕作と播種方法

前作の耕作方法

春   イヽ   麦

豆 秋釦聴,或いは春に釦寵

秋平翻,秋杷,秋圧

原壇を耕やさず前作物をのぞ く,

春季に前作物をのぞき,のち釦龍

梁

秋組,秋瀧

後作の播種方法

大豆 ,粟 ,舌甘菜(と うもろこし) 壊上条播 (点 播)

大豆 平幡

高梁,粟 ,小麦 瀧上条播

とうもろこし (高梁) 瀧上点播 (  )

小麦,亜麻 平播

粟 瀧上条播

大豆 1寵上条種

大

と う も ろ こ し

とうもろこし 瀧上点播

粟

備考 :何烈動,張子誠,王家壌,徐文富「論翻釦杯耕作制」『中国農報』1963年 8月 。

たりするのである。杯は不翻耕の原地の上に,作

物アトを止めたまま直接播種することをいうので

ある。かくて翻釦杯耕作制とは,平翻,籠翻と原

朧不耕翻とを結合した輪作制度であり,端作を主

とし平作とを結合するのである。このようなや り

方によって,つまリーつの輪作周期中に定期的に

深耕を実行し,同年内に深耕と浅耕と不耕とを交

替させ,十分に深耕の生教出す良好な耕層構造を

利用し,比較的少ない耕作を以て,高い生産効果

を発揮させるのである。

以下,翻,釦,杯耕作制の基本的な内容を各側

面にふれつつ慨括してみたい。

1.土壌耕作と播種

合理的な輪作の基礎上に,異なった前作物に対

しては異なった播種方法をとるのである。第10表

に耕作播種方法の情況が記してある。干早地区の

圧濤種,給溝種と釦種は,土壌改良前にはすべて

一定の条件の下に継続的に施行することを要する

が,こ のことは機械化耕制を打ち建てることを妨

げない。

2.異なった輪作方式の下に,各種の前作後作

の耕作方法は各輪作体系と施肥制度に対応してい

る。以下の如くである。

(1)2回翻,釦一穣

輪作 ;

①大豆一 ②小麦― ③とうもろこし一 ④栗

一 ⑤ (大豆)

/①大豆輪耕,秋に平翻18～20m,秋和,秋圧,

1 或いは原龍不耕
｀
①施肥,種肥を施す。

/②輪耕,秋に瀧翻 2回。

＼②施肥, 日糞を施す。

/③輪耕,前作物をなくす。原龍不耕。

③`施肥, 日糞を施す。

/④輪耕,秋翻20御,秋和,秋圧。

④`施肥,底糞を施す。

躍上条播

璃上点播

小麦 平播

大豆,と うもろこし 平播 (或いは寵上条,点播)

(2)一翻一釦,一末裏

輪作 ;

①小麦― ②大豆
一 ③栗一 ④ (小麦)

高

馬 鈴 薯・甜  菜

∫秋薯,秋組
l秋圧,(或いは播後龍を起す)

春季に前作物をのぞき釦籠 (或いは秋季に行う)

原籠耕や さず前作物をのぞ く |粟

秋に釦籠 とうもろこし



/①輪耕,

 `施肥,

/②輪耕,

 `施肥,

/③輪耕,

 `施肥,

秋,地翻 2回

無施肥,或いは口糞。

原朧不耕

口糞を施す。

秋翻20m,秋和,秋圧

翻前に底肥を施す。
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制の農機具系列を適応させることによりよき耕作

となしうる如 くである。農機具系列の範例構想は

次のようである。

≪第 1類≫

1.平翻松土梨 (用途)耕地の耕翻,及び深松

土,牧草緑肥の翻圧,荒地の開墾,(技術要

求)耕深は25-30Cmに まで達する。牧草緑肥

のすき込みは厳密であ り,生草層の翻転は良

好である。

2.円盤和(デスクハロー),作物をなくす(減在)

砕土,表上をやわらかくする。 (技術)耕深

は 5～ 15Cm内 にあって自由に調節できる。

3.鎮圧器,鎮圧砕土に用いる。 (技術)平地

にあっては全面鎮圧を可能にする。又 うえた

ところの単圧が可能である。

4.条播機,小麦,大豆の播種に用いる,広幅

播 6～ 8 Cmに いたる。播種の深さのコントロ

ールを改善してある。

5.除草機,小麦,大豆の禾巴地,除草に用いる。

≪第 2類》

1.龍翻松土梨 ①重型,麦のあとを翻する,

頂点部分の釦龍,釦種,秋の釦朧・耕深は20

Cmに達する。②軽型,平翻地の中耕培土,除

草,除草及び作物残のかたづけ,耕深15Cmに

達する。

2.増E上穴播機, とうもろこし及びその他作物

の播種,な らびに施肥,等距 離 で の 開九下

種,粒数の調節可能,覆土の深さも調節しう

る。

3.靖旨上条播機,栗,大豆,小麦.高梁の播種 ,

ならびに施肥,播幅 8～ 12Cm,調 節が可能 ,

覆上の深さは自由に調節できる。

4.靖L型鎮圧器,増[打後,及び播種前の鎮圧 ,

各部分の鎮圧を行 う。その必要性が生じてい

る。

5.龍型除草和,靖E台をやわ らかくし,靖この横

腹をやわらか くし,維草の芽をのぞき清める。

≪第 3類≫

1.方形穴播機,等距離で土を覆い播種 (と ぅ

もろこし,高梁,向 日葵)穴をあけての下種を

(3)一翻両末表

輪作 ;① とうもろこし (設)― ②粟― ③

大豆―  〔とうもろこし(高梁)〕

/①輪作,原瀧不耕,前作物をなくす。

 `施肥,日 糞を施す。

/②輪耕,秋翻,秋和,秋圧或いは釦種,

 `施肥,翻前或いは釦種前底糞を施す。

/③輪耕,原龍不耕,或いは春釦瀧,

 `施肥,日 糞を施す,或いは釦前底糞を施す。

(4)一翻一釦二回綾

輪作 ;① とうもろこし一 ②設 ― ③とうも

ろこし
― ④栗― ⑤ (と うもろこし)

/①輪耕,原増旨不耕,前作物をなくす。

 `施肥,日 糞を施す。

/②輪耕,前作物をなくし釦龍,

 `施肥,釦前底糞を施す。

/③耕耕,原朧不耕,前作物をなくす。

 `施肥,日 糞を施す。

/④輪耕,秋翻,秋和,秋圧,

 `施肥,翻前底糞を施す。

翻,釦,杯耕作制中,深中耕と培土とは一つの

重要な環節である。一般に中耕作物はすべて深中

耕と培±3, 4回を適当とする。翻釦杯耕作制は

現段階においては,人力除草が未だに機械に代替

するにいたらず,一般に中耕作物は 2, 3回 の除

草を必要とする。栗,高梁,と うもろこしの間引

きは一定の期間内に必ず人力で作業することを必

要とする。

3.農機具系列

上に述べたごとき翻,釦,杯耕作制の包含する

瀧翻,朧作と平翻,平作両種要因は,翻釦杯耕作



5δ

調節出来,穴毎に二株をうえるのに便利であ

る。

2.櫨肥機,有機質肥料を施す機械,ム ー毎に

6,000～ 8,000斤 の糞肥を入れる。

3.間 引除草機, とうもろこし,高梁, ビート

の間引き及び部分的に苗あなの雑草を除 く,

作業進行の質的量的な調節 の要 求 にこたえ

る。

上述中の第 1類の農機具は,生産過程で現在使

われている農機具であって,継続して使用可能で

ある。しかし,そ の中の若干の農機具には欠点が

ある。播種機において播き幅がせまい とい う問

題,梨においては耕翻と松土の問題などがある。し

かし,こ れらは部分的な改装でや りうるのである。

第 2類の農機具は現実の生産においても需要の切

迫している籠作機具であ り,設計,製造を急ぐべ

きものである。但しその中の播種機は,龍・平兼

用のものを考慮しなければならない。第 2類の農

機具は畑における機械化耕作の初歩的な定型とす

ることが出来,農業生産性も大いに高め得るので

ある。

第 3類の農機具は,耕作水準と労働節約とを一

歩おしすすめている農機具である。特に方形穴播

機は,龍・平兼用にして使用方法もやさしく,除

草用の労働力を大量に節約出来るし,畑管理の技

術水準をも高めうる。

2.翻,釦,杯耕作制の黒竜江省の自然条件へ

の適応性

どの土地の耕作制度も必ずその土地の風土的条

件への適応性をもたねばならず,それは自然に対

する闘争の中で客観法則を掌握する結果得られる

ものである。翻,釦,杯耕作制はこの省の自然条

件に対して比較的強い適応性を有する。それを述

べると以下の諸点となる。

第 1,瀧作と輪耕とが相結合し,朧体をして良

き構造と水分特徴をそなえさせる。龍体のこの種

の特徴は,局部性と段階性の制御と調節を改善さ

せる。かくて,こ の制度は,よ くこの省の春早,

夏に雨の多い気象条件に対し,抗早,抗泥の要求

に合致する。

第 2,龍体の存在は,土温の状況を改善し土壌

水分を調節する。春季低温の条件下によく土壌温

度を高め,作物の成長を促進する。又夏季の多雨

の条件下に有利に耕層水分を減少させ,作物の早

熟を促進する。

第 3,平翻,朧翻と深中耕が結合し,用地と養

地の両方の要求を満たす。平翻,深翻は耕層の土

機構造を改良し,通気性を増し,肥料分の分解を

促進する。地翻と深中耕は土壌をやわらかくし,

養分を解放する外,耕層沃土の利用を有効化し,

多量の有機質の肥料を集中的に投入するのに便利

であ り,その年の作物にとって利用しうる培肥土

壌の効果を高めるのである。

第 4,土壌侵蝕を軽減する。龍作はよく地面の

風速,及び水のながれ道の速度を減少させ土壌侵

蝕を軽減する。

上述の四点中,早と浸水 (粉)の影響は最も重

要であ り,こ れが黒竜江省の農作物を不安定にし

ている重要な要素である。そこで早と務に対する

適応性について以下論述してみたい。その他の点

については一々ふれない。

早と務とが生み出されるのは,主 として降雨の

時間空間上の分布が均一でないことと地形の高低

の変化による。この省の早済発生の特徴は,春季

に多早で,その中に浸水がある。夏秋には浸水が

多くて,浸水の中に早魃がある。同一地区にあっ

ても,時に早魃があり,時に浸水があるという状

況である。黒竜江省の農民は,こ の土地の早魃と

浸水の法則をよく説識し,防早と抗湯の矛盾と統

一性を重視しているのである。

近年の研究によると,朧作と輪作との結合が,

防早と抗湧の矛盾を統一することになるようであ

る。多雨の時に,籠の外形は根の密集を保持し,

土層の水分の過多にならないようにする。早の時

にあっては籠の内部構造たる外虚,内実は,龍内

水分を保持して過少にならないようにするのであ

る。龍作がよく防早,抗湯に役立つ理由は,以下

の3点から説明しえよう。

1.両種耕作体系の土壌水分の動態
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第11表 龍作越地後瀧平作各層土壌水分容重比較 (6月 20日 測定)
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土 壊

10～ 15

層 (Cm)

15～20 20～ 30

項    目

水   分 (%)

処 理

0～ 5

容   重 e/∝♂)

注 :1. 作付作物はとうもろこし 2.諭地期日 6月 16日

備考 :第 10表に同じ。(飾は土かけの意か)

輪作方法自体は水分を生 み 出すことは出来な

い,しかし,良 き耕作方法は作物の要求に応じて

水分を制御し,早時に過少でなく,湧時に多過ぎ

ないようにするのである。

最近の研究結果によると,翻,釦,杯の耕作体

系と平翻,連翻耕作体系の上壌水分動態 (lm土

層内)は年間についてみると顕著な差があるわけ

ではない。龍は,誰かのいうような,地面蒸発水

分喪失を強いるものではない。これに反し,早の

とき,湯のときにおいてすべて有利な増減変化を

示している。総じて,前年の一年に深翻した土地

での攪瀧は,春季早魃という条件下でも,その耕

層の供水状況は比較的良いのである。又夏秋多雨

の条件下において土壌水分散失はかなり早い。か

くて一定の程度に防早と抗湯の矛盾を統一するの

である。このことが十分に可能かどうか,その鍵

は地面成瀧後の措置にある。条件の変化に従って

いろんな時期に敏速に必要な措置を構じて瀧体の

水分を制御しなければならない。

朧と平地とは同じでない。同じ瀧のなかでも地

台,籠腹,端濤などの部位で現われ方は違う。こ

の各部位について龍体の水分創造の条件をコント

ロールしなければならぬ。龍体の通過を整えるべ

く,人為措置により緊密を要するときは緊密に,

やわらかくすべきときにはやわらかくする。例え

ば播種のあとは作付地は比較的緊 密 を求めるの

で,瀧頂に集中して堰の鎮圧 を行 う。 〔蹂底,

(鎮圧機の一部),上格子 (方形ハローか)と 圧底,上

濠子(ロ ーラかけか)〕 こうすれば, 大変容易に要

求を満たしえよう。局部制御の基礎上に,又各段

20.71

20.95

0,996

1,020

階毎に調節すべきである。出苗後の地腹,龍溝は

適時上をやわらかくし,保崎する。瀧地にある幼

苗がなお小いときは,瀧 濤 を深くやわらかくす

る。又瀧腹をやわらかく覆土する。そして水分の

蒸発を減少させる。幼苗の成長するにしたがって

深い梨きかえし除草と培土とをやった後には,そ

の保塙作用は更に大となる。第11表によってみる

に瀧作で梨きかえし除草ののち,朧の頂腹上を一

層やわらかくしてやると,こ の層の土壌は速に乾

燥する。この乾燥しやわらかくなった土層にハロ

ーがけすると,下の表 層 と心土層 (5～ lom)の

上壌水分はかなり多く保蓄が可能で平作の同層と

比較して3.7～5.8%多い。含水量がしおれる限界

時にいたると土壌有効水分の増加3%以上は十分

有利である。農民が局部制御と段階調節を耕層土

壌の水分に対して行う措置は多種多様であって,

壇のあるところでは播種を浅くして前作をなくし

深く覆上することも出来れば,濤を深く掘って浅

く覆土することも出来る。これには,地濤の中の

上をやわらかくし,掘 りあげるのと,龍台上の干

土を掘 りさげるのとがある。上を掘 り上げる “越

上去"は水分を保つことが出来,上を削 りとる,

“撤下来"は水分を受け入れることが出来る。之

を総じて水分の状況が同じでないので,それに応

じた措置を行い,水分を以て苗を保つのである。

粟の出苗後などは苗眼鎮圧 (俗名 “蹂仰瞼格子")

を行う。

釦種大豆にあっては千葉がやっと出かかって,

土なおいまだ百を出さないとき頭土の梨きかえし

とハローがけを均等に行なうのである。これが黒

5～10

20.32

16.67

21.51

19.78
|

21.47

20.83

麦作 ア ト秋攪籠  2回

麦作 ア ト秋平翻

11.50

5.71

1,015

1,175

Ｈ
　
四

1,065

1,225

麦作アト秋攪瀧 2回

麦作アト秋平翻

1,019

1,150
|
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図 例

備考 :図中数字は容重,第 10表に同じ。

竜江省における農民の実践経験の結晶であって,

きわめて貴重なものである。

2.龍体水分の不均衡な分野

基本耕作及び局部制御と段階調節措置の総体的

影響は作物根系の作用に及んで,瀧体の存在は特

別の土層構造をもつにいたる。第 1図によって説

明しよう。一般に 2尺幅の瀧にあって,春季におい

ては瀧頂より龍清にいたる垂直高度は約12Cm内外

である。土かけを三回してしっか り靖旨をつくって

後には垂直高度約15～ 17m前後になる。前一年深

翻の土地の上での瀧作が一年を経過すると,堪体

の上層構造の形成が開始され,やわらかい表層が

囲まれて,良好の心層と,ややひきしまった馬鞍形

の底層を形成する。耕作層の特殊の外部形態と内

部構造とによって,加 うるに各時期における各種

の措置の構成する一系列のコントロールの方法は

瀧体中各部位の水分分布状況を決定する。 (第12

表参照)

表によってなると,耕法がちがえば,耕層の構

造は同じではない。干早条件下の根系密集層の水

分の分布は一様でない。杯種では朧台,龍溝の水

分多く,龍腹では少ない。釦と攪では瀧濤と濤側

の水分多く,増自体には少ない。総じて幼苗根系活

動層と土壌水分をみるに,千早初期には瀧作は平

翻,平播に比してよい。水分が龍体中にあって不

均衡なのが有利な条件である。

3.朧体中水分の不均等な分布の作用

第 1図 龍 体 土 層 構 造

平播後起耽高梁作1剰龍 麦作秋境稚 2次

EII=]表土層  E=]ヨ 心土層  ZZ22底 土層 ¨̈∵調査層次

Cm・     10    20    30    4o    50    60    10    20    30    40    50    60    10    20    30    40    50    60

龍   |||

部    位

作   物 処   :理

躍台(%) 瀧腹(%) 滑置溝(%)

大   豆

17.9

15,6

18.6

15.1

21.5

20.3

23.1

19.8

栗

とうもろこし

注 :1. 調査時期,1962年 5月 31日  2. 深さ5～ 13cm

備考 :第10表に同じ。

(1)播種当時に早にあえば有利に水分を吸収す

る。杯種或いは給種の時に,増旨型は一定の高低の

差があるので,播種に際して瀧頂の干土を増目濤に

すきおろして,しかるのち種子を蒔けば湿土に達

するのである。翻地平播は干土層の厚い時にぶつ

かると,只,鎮圧という方法をとって反潤を促進

するしかない。耕悼部分は干上の龍上が一番よく

播種効果がよいのである。龍濤には水分が多いの

で,ひ どい干早 (ひでり)の 状況下においても堰

溝に播種することが出来る。黒竜江省の西部干早

地区にあっては農民はこの方法をとるのだがたし

かに実効がある。翻地平播では同様の水分吸収の

方法をとるとは不可能である。

(2)苗期に早にあえば有利 に上 をやわらかく

し,水分を吸収する。

瀧地にあっては,早期に深く土をかけ培上する

攪 稲 贅 種

耕 翻 贅 種

撻
　
Ю

杯   種

耕 翻 平 播

17.7

9.3

15.3

11.1

釦   種

耕 翻 平 播

14.9

14.1

18.4

13.8



中国東北部における農耕方式の変革                    5,
のに便利であり,深趣培増目の後,やわらかく動か  の各環節の鋭敏な適用は,平作法或いは龍作法を

した土層は気体の交換が迅速で干燥し,干早の状  単純に採用してどんな作物にもすべて一律に平翻

況下,やわらかく耕私した土層は一部水分損失を  平作あるいは瀧翻,瀧作することから生ずる欠陥

することがある6しかし,かわいてやわらかい土  を克服するのである。

層は,覆いをして,下層水分の蒸発を減少させ得   黒竜江省の地域はひろく,地形は複雑で土壌種

るのであって,瀧溝,龍台中のかなり多くの水分  類も各種あり,各地区での自然条件の変化は大変

を作物の利用に供するのである。 多鐘 (ス コップ  大である。それ故同一地 域 内で も各年,各季節

での中耕)と 多題で保崎防早するというのはこの  で,気候条件はいちじるしく異なる。それゆえ,

道理である。平地は中耕するのに便利であるが早  時に応じ,地域条件に応じて敏速に翻釦杯耕作制

期の深い土かけ培土には不便であって保靖作用は  を適用し,複雑にして変化の多い諸条件に対応す

比較的小である。1962年の特殊の干早の条件下に  べきである。

5月 31日 測定の結果,当然のことながら杯種,金口   翻,釦,杯耕作制は機械化作業を実現させるの

種の根系密集部分の水分は,秋翻,平播してのち  に便利である。この耕作制にあっては,翻と釦が

起瀧したところよりも,異例なく多いのである。  一定の比例をもつので,全面積に普遍的に耕翻を

当時の作物生育状況は,粟を杯種し,大豆を釦  する必要がなく,大量の平翻機具を増加させるこ

種することが平播後に朧をおこして播種するより  ともないし,修理施設も大量に要しない。釦地は

も優っていることを示していた。         漸次龍作機械化へと向う過渡段階というべく,こ

(3)湿謗条件下に耕層水分を減少させるに有利  のように,元来の生産秩序を乱すことなく機械化

である。                    作業をすすめるときに,農具と措置,措置と農時

合江農業科学研究所王承灌らの富錦県調査結果  に関して作物と措置との不適応で農業の増産に悪

によると,春季干早の条件下においては平作法に  影響することを免れしめ,農民に受け入れ易くす

比較して釦種と杯種はかなり多くの土壌水分を保  るのである。

持する。そして後期多雨の季節において,杯,釦   4.翻 ,釦杯耕作制への移行

種した作物の根系密集層の上壌水分は,いちじる   杯,釦輪作体制より翻,釦,杯耕作制への移行

しく少ないのである。              は,主 として平翻,平播耕作法を加え,かつ各種

3.翻,釦,杯耕作制の現実生産応用上の特徴  耕作法を合理的にとり入れ,各項措置を関連させ

翻,釦,杯耕作制は,農民が農民固有の龍作法  るところにポイントがある。ここに論じたる翻,

の基礎上に平作法を吸収して発展させたものであ  釦,杯耕作制は,農村人民公社において,機械化

る。杯釦耕作法は黒竜江省の長年の生産実践の検  作業に中心を置いている基 本的 な耕作制度であ

証を経たものであり,平作法を単一環節にとり入  る。

れたのも,こ の省での生産条件下において多年の   機械化作業は効率高く,機械化の条件があれば

経験を経て生れたものである。          更に多くの技術内容を増加させ,各項技術措置の

黒竜江省の栽培作物の種類はかなり多いが各作  間の配合は更に厳密を求めることになろう。かく

物はすべて異なった生物学上 の特性 を有してい  て生産に対する要求はさらに計画的にリズ ミカル

る。耕種の方法に対するの要求も一様でない。翻  に進行する。機械化翻,釦,杯耕作制をうちたて

釦杯耕作制は,異種前作物と各種栽培作物とが相  るには以下の点が考慮すべきこととなる。

関連している耕作法である。とうもろこし,大豆   第 1,輪作区劃を施行させる こ とが 必要であ

等の作物は,釦瀧後に播種し,栗や高梁などの小  る。生産単位は国家計画の前提の下に責任を負っ

粒種子作物は杯種する。小麦,麻などの密植の作  ており,全部の耕地を地勢,地形,土質にあわせ

物は平翻,平播の耕作法をとる。翻釦杯耕作制中  て適宜各種作物を植え,以て経営管理上の要求を
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各輪作区に劃分し,輪作,耕作及び施肥制度を考

案して制定するのである,輸作区の劃分は,力に

応じてすぐさま行なうべく,形式上の完全を追求

すべきではない。

第 2,劃分輪作区の基礎上において,各輸作区

の特徴にもとづいて,適宜平播の作物を確定し,

翻,釦,杯結合の輪作制度を打ち建てる。作物に

ついてみるに,多 くの地区の小麦,並びに麻は平

播に適している。麻,小麦の面積がないか又は大

変小さい地方にあっては適宜土地の上に一部分平

播大豆をとり入れるべきである。平翻にどんな作

物を入れるかについては,各輪作制度に応じて定

めるべきである。平翻と壌翻,不翻の面積は,各

輪作制度によって定まるのだが,その外,作物の

バランスと気候の変化にもとづいて必要な調整を

行うべきである。施肥方法は,かならず,輪作制

度と密接に関連させ,平翻,平播耕作法を加える

と同時に,相応の施肥方法を加えることが必要で

ある。現実の条件によってみるに,平翻地の施肥

方法としては翻前に底肥を施すのがよいようで,

翻後施肥の方法をも用いるべきである。但し翻後

施肥においては注意して十分に腐熟せる優れた糞

肥をえらぶべきである。長期的利益の観点からは

緑肥作物を発展させ,有機質肥料を増加させるべ

きである。

(注)本節については,何烈助,張子誠,王家瞑,

徐文富「論翻,釦 ,:杯耕作制」『中国農報』1963

年 8月 ,に主として拠った。

むすび

以上,吉林省楡樹県における大豆中心の作付方

式の変革,黒竜江省における翻釦杯耕作制への移

行という二側面より中国東北部における農耕方式

変革の一端にふれた。何分,資料不足で,ご く限

られた資料の紹介の域を出ないのであるが,農法

近代化の論理,浅耕体系から深耕体系への移行,

平坦耕の導入が地力造成的作付方式への移行と併

行して進行していることは興味深い。それは又,

機械体系の変革と結合している。こういう移行が

さらにこんご如何に展開してゆくかは注目するに

値しよう。
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