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はじめに

農法の近代化という課題は戦後日本農業が追跡

した基本テーマであった。 しかし,そ の基軸にお

かれたのは動力機械化であった。機械化で手作業

苦汗労働から解放されること,労働節約,栽培適

期への適応性を高めること,高馬力による土壌処

理の効率化等は,大きなメリットにちがいない。

反面,経営規模,経営組織を固定化 しての機械化

は,労働力を過剰化 して兼業化をうながしたし,

機械の効率化のための単作化は,地力問題をひき

おこした。ここに論 じようと思うのは,沖縄県南

大東島農業におけるバーン式ハーベスター導入によ

って惹起された地力問題である。ここでは,問題

がきわめて典型的にあらわれたのであって,植物 ,

動物という有機体の再生産を行う農業における基

本課題が何よりも地力維持にあることを痛切に再

認識させられたのであった
1ゝ

1.さ とうきび 。モノカルチャー農業の形成史

南大東島は那覇から真東,海路 392 kmの 位置

にあり,珊瑚環礁の隆起 した周囲 28.8kmの 離

島である。

まず,南大東農業に今日惹起 しているさとうき

び 。モノカルチャー農業の欠陥,地力,農法問題

を理解するために,そ の視角から,南大東島農業

の歴史について若千の考察を加えておきたい。

南大東島の開拓 は,明治 32年八丈島の人,玉

置半右衛門が開拓の許可を受け 23名で上陸開拓

に着手するときから始まった。その後の歴史上の

画期 としては,(1)大正 7年玉置商会から,東洋
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製糖 KKへ の移譲,(2)昭和 2年大日本製糖 KK
(合併),(3)昭 和 20年 9月 アメリカ軍上陸,21年

6月 に日糖社の財産は一切アメリカ軍に接収管理 ,

同年村制施行,(4)昭和 25年大東糖業 KK設立

(今 日にいたる),(5)昭 和 39年 7月 ,島民の土地

所有権認定等があげられよう
2も

南大東島のさとうきび・ モノカルチャー農業の

形成については,戦前の製糖会社の農民支配圧迫

を無視 しては語れない。戦後大東糖業の設立にさ

いしても農民側からの拒絶反応があったほどで
,

その間の事情は次のように述べられている。「旧

大日本製糖は,南大東島だけに通用する金券を発

行することにより,南大東島の経済を一手に握っ

た。請願巡査を置 くことで警察力を握 り,ま た教

育 も私立小学校として会社のコントロール下にお

いた。・……以上のように,1日大日本製糖会社は南

大東島の支配権を握ったわけである。 この支配権

をバックに全島の農家を完全管理下においた。農

民が余暇を利用 して釣 りに出かけると怠け者のレ

ッテルがはられるし, 堰創巴作りもノルマ制で, ノ

ルマを達成すると奨励金を出すが, ノルマを果せ

ないと一銭 も出さないという方式で,畝巾まで

指定,ま た野菜作 りをみかけると会社の人が『キ

ビを作れ』と引き抜いたという」
3こ

こうした会社と農民との関係を規定 したものは
,

大正 5年 9月 に東洋製糖 (株 )と 島民 (共進会)

間に締結された「二十五ケ条の覚書」および,同

年 11月 ,「小作地規程」等であり,大 日本製糖

になってから, さらに,大増産計画の下で,一層

苛酷な圧迫が加えられたという。

当初玉置商会は,国有地の貸下げを,明治 32
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年か ら30年間という期間で受けたので,30年後

に所有権を得たときは,移住農民たちに所有権を

与えると約束 した。この約束は一応継承されてい

たのであるが,小作関係下の経済外的強制は規則

化されて強化された。「覚書」では農業移住民の

対象から農業雇用労働者を除外すると共に,小作

地の契約維持には会社の指示にしたがった生産を

行うこと,小作地の相互譲渡には会社の承認を必

要 とし,「小作地の十分の一の甘藷穀物野菜の耕

作を認む」 (第五条)「会社の指示に従って,作物

の種類の選定,耕作肥培の方法を行うこと」 (第

7条 )等 の作付,耕作強制を以て,さ とうきび・

モノカルチャー農業を形成させた。 しかして,会

社がキビを買入れるばあい,収穫キビの「十分の

七を小作人,十分の三を会社の所得とする」と小

作料を規定 した。「小作地規程」はこうした関係

をさらに詳細に苛酷に規定 している。

キビの品種は,読谷山種,大島庶,沖縄在来種

から広東種, さらに東洋製糖社時代にはローズハ

ンプ種が移入され,大正 10年 には 161号種が盛

んに植えられたとある。大正 15年には POJ 2745

種が導入され,以後この品種が中心となった如 く

である。大正 13年 には,地力の減退に対処する

ため硫安,チ リ硝石を極端量 と思われるほど使用

したとある。本来堆肥,泥岩,囲草すき込み等が

地力維持上好ましいのだが,遅効性であるため速

効性の金肥使用がはかられたのであった。経費 も

かさむため限度もあったが降雨に依存する「雨だ

のみ」の変動多い農業であった。

大正 14年 (1925)7月 には畜産組合が組織され,

甘庶耕作規定に家畜飼育の義務,飼養頭数を定め

て各農家に飼育を奨励 した。「キビ畑割当が何町

の農家は牛を何頭,豚を何頭と飼育頭数を半ば強

制 し,牛豚の購入には資金を貸付け,更にこれも

指示命令で飼育家畜頭数に応 じて畜舎の建設を義

務づけ,畜舎建設にさいしては面積図面を会社あ

てに提出させて建設資金を貸付けた。会社にとっ

てそれはサ トウキビ栽培体制を補完させるための

一手段であった。キビのやわらかな頭部は飼料に

利用出来た。当時の割当ては 3町 に付き牛 1頭の

割合で飼育を義務づけたという」4ゝ

大正末年 といえば,1900年開拓入植以来,漸

く20年余を経て,地力問題が出る頃である。

大正 15年 には,島内の秩序維持のため,全島

が 5ケ 村 (本来の市町村制ではない)に 区切 られ
,

各村に農耕を奨励する農務係を置き, これは会社

のお目付役として特に農民に恐れられたという。

現在では島は,6地区にわけられているが,そ の

各地区の形成の由来はここにあろう。島民の側か

らの地区別の部落意識はない。のちにみるごとき

農地移動も全島一円にまたがる展開となっている。

ただ,歴史的に形成された階層意識として,製糖

工場に本土から赴任 した人達,八丈島から移民 し

てきた人達,本島か ら来た人達 (当初は被雇用層)

の間に一定の距離があったごとくである。

大日本製糖時代になると,大増産計画を進めて,

農民収奪を強化 した。キビの栽培方法もより集約

的な台湾方式を強制的に取入れさせた。それまで

は,キ ビの植付は土地にちょっと穴を掘ってキビ

を植えていたものを,移入されていたスキを使っ

て牛や馬で新 しく畝を作 らせ,畝の巾や深さを指

定 した。その耕作方法は厳重で指定 した通 りの植

付方法でないと農務係は畝をこわしたり,キ ビを

引き抜いたりして何度も農民に作業をさせた。金

肥の使用でも燐酸,ア ンモニア,油カスを使用量

も指定 して使用させた。さらに地力維持のため所

有面積の 3分の 1を休閑地と指定 し栽培を中止さ

せるように義務づけ, さらに夏植面積をも割当て

たという。

この間,原料価格は,前時代には原料価格協定

委員により5年毎に協定されてきたものを毎年協

定に改めた。また,農家に対 し耕作資金を甘庶見

込斤量によって貸付ける制度を設けた。収穫見込

み斤量の約 8分を土地を抵当に貸付け, これから

年 12パ ーセントの利息を差引くことによって収

奪を強化 させ島民は債務奴隷 と化 した。昭和 12

年か ら昭和 13年期末までの農民の会社に対する

債務残高 は 19万 5,086円 67銭 にのぼっていた

という。

資料不十分ながら,以上の叙述から伺われるこ
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とは,すでに大正末期に地力問題が惹起 している

ことである。 これに対 し,金肥投下,家畜飼育 ,

堆厩肥の投下,やがて,体閑地の設定等も行われ

る。 しかし,作付体系としては,キ ビ単作が強制

されていたのであり,根本的な連作障害からの脱

却の作付方式は示されていない。

第 1表 に昭和 2年度から16年度にいたる生産

量を示 したが,昭和 6年度を除 くと,昭和初期 10

年頃まで長期収量低下の傾向にあったことが知 ら

れる。昭和 12～ 14年度は,収量が上向いている

が, この頃,POJ 2745種の定着と夏植の普及と

が考えられ,それによるものであろうか。 しかし,

15,16年度 と再び低落 し戦時的条件に入る。戦

時経済に入る以前の状態において,現在問題とな

っているハ リガネ虫の発生がみられ,収量低下が

み られたというが,17年度や 18年度の収量はよ

くわか らない。19年度には日本兵 4,000名 が大

東島へ駐屯することになり,島にいる人々の食糧

確保が緊急なことになり,キ ビの畑はいも畑へと

切りかえられた。戦後になって,個人やグループ
,

組合で,20ケ所程度の製糖場が出来,黒糖の製

造なども行われたが,な お,食糧確保が重要な時

期であり,戦前に匹敵するような,キ ビ中心の農

業になったのは,昭和 30年以降といってよいで

あろう。いまにして思えば, この戦時下の食糧作

への転換は重要な意味をもつことを知る。この時

期に,キ ビ0モ ノカルチャー農業が転換 したから

である。ある意味ではキビにとっての休閑のこの

時期があることによって,戦後の展開も可能にな

ったといってよいとさえ思える。

2.戦後農業の展開過程と現段階

農家調査結果の分析に入る前に,第 1表・年

表によって,戦後農業の展開過程を,キ ビ作の展

開にしばって辿り,現段階の位置づけを行ってお

きたい。

(1)戦後農業形成期 (昭和25/26年 ～30/31年 )

昭和 25/26年 に大東糖業が操業を開始 して戦

後キビ作農業形成の端緒が開かれたのであり,昭

和 30/31年 にいたるまでは形成期と名付けた。

この時期に,キ ビ作面積は 32 haか ら約 1,000

haへ ,庶茎量は 1,150ト ンから6万 トンヘ,ha
あたりの収量は 35ト ンから60ト ンヘと上昇す

る。30/31年 にして,ほ ぼ戦前水準に回復したの

である。この間,28年 には, ダニが役牛使用に

伴って発生 した等のこともある。

(2)発展第一期 (31/32～39/40年 )

この時期は,キ ビ作についてみれば,な お不安

定性をもちながら,戦前水準を達成する発展をみ

せた。すなわち,収穫面積は,1,200 ha台 にゆ

き,39/40年には 1,400 haに達する。庶茎量も

5,6万 トン台から,39/40年には9万 7千 トン

に達する。また, ha当 り収量についても40ト

ン台から,30年後半には60～70ト ン台に達する。

この背景には 34年 の甘味資源自給政策に支え

られた糖価安定対策,優良品種の普及 (POJ 2725

から30年後半 NCo 310へ )があった。

昭和 30年代に島民にとって最大の問題は土地

所有権の問題であったが,昭和 39年 7月 30日 ,

琉球列島米国民政府,ゼ ラルド・ ウォーナーの布

告で,開拓以来,農民が継続し耕作している土地,

および相続,売買によって農民が取得した土地の

所有権が認められた。ここに1900年 の開拓以来

の農民の悲願が稔ったのであるが,戦後,昭和 26

年に農民が陳情 して以来,13年 を要している。

いろいろ錯綜した事情が,最終的に琉球列島米国

民政府の裁定で,画期的な解決が行われた点, 日

本全体の農地改革と同じ性格を感じるのである。

南大東島にとって戦後はここに始まるといってよ

いだろう。すなわち戦前の体制は,糖業資本が同

時に土地所有者であるという,資本と土地所有合

体で,農民を一元的に農奴制的に収奪 した。戦後

は,農民は土地所有者となり,資本と農民の間に

は,農業協同組合と南大東村が介在する。

(3)発展第二期 (40/41～47/48)

この時期は,南大東農業の戦後の水準の形成期

と評価 してよいであろう。収穫面積は 1,400 ha

から1,470 ha台 に達 し,薦茎量も8,000ト ンか

ら「 11,500卜 _ン にも達し, ha当 り収量も,80
トンに達 した年が 2カ 年ある。 しか しなお,40
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トン台の年 もあるのであって,天水に規定されて

いる収量の不安定性を免れてはいない。

このような生産力の発展をもたらしたものは,

39年 の土地所有権認定であって,こ れによる農

民の熱意の向上をまずあげなければならないであ

ろう。南大東島農業は一戸当 リキビ収穫面積が

40/41年度で 4.61 haと いう大きさである。経営

耕地面積としては不作付地があるのでこれよりも

っと大きくなる。手刈り時代には,自家労働だけ

でやれず,労働力の確保が重要であった。昭和 38

年か ら沖縄本島など県内か ら労働者約 500人を

導入 した。昭和 42年 になると台湾からの労働者

を年間 500人以上 も導入 し昭和 47年までつづい

ている。 この状況は,第 2表によって伺 うことが

出来 よ う。即ち,昭和 43/44年度において,労

働力総数 1,238人 中,自家労働力は,390人,国

内雇用 154人 ,外国雇用労働力 694人 となって

いる。この人数計算の基準は必ずしも明らかでな

いが,少なくとも,キ ビ手刈収穫が主として外国

人の雇用労働に依存していた状況は明らかである。

キビ手刈はかなりの重労働であり,かつ大面積で

あるので,国内労働力ではとてもこなせない状況

にあった。

(4)バーン式機械刈取移行期 (48/49～53/54年 )

47年 の沖縄 日本復帰 という島民にとって喜ぶ

べき事がらが,南大東島の農民にとっては苦難の

第 2表 製糖期における農家労働力の状況
単位 :人

言十

開始をつげる事件 となった。すなわち,翌 48年

の日中国交正常化で台湾からの労働者はシャット

・ アウトされた。第 2表にみるごとくこの年,外

国雇用労働力はゼロとなっている。この年度は約

4,000ト ンの未収穫キビを残 し収穫を打切 ったと

いわれる。ついで昭和 49年度から韓国より労働

者を導入,年間 200人内外に達し,昭和 52年ま

でっづいていた。 しかし,県内に失業者があふれ

ているのに外国人労働者を使 うのはけしか らんと

労働者か らクレームがつき,昭和 53年度からは

国内で確保 しなければならなくなった。 しかし,

キビの刈取 り作業は,かなりの重労働であって
,

南大東村のような大面積のばあい国内労働力では

なかなかこなせない。か くてバーン式ハーベスタ

ーの導入がはかられ,46年には会社が試験的に

導入 したが,48年以降農村に入り,50年には大

型ハーベスター 13台,54年には機械刈取 りの薦

茎量 は 70%に ,現在 は 80%に 達 している。前

回の『構造改善基礎調査』の行われた昭和 51年

は,ま さに手刈りから機械刈取への移行期であっ

て,ま だ,バーン式ハーベスターの諸弊害があら

われていず,バーン式の定着に明るい見通 しの立

てられていた時期であった。大型収穫機の導入年

次,稼動の状況は第 3表のごとくである。この大

型収穫機の利用形態については昭和 51年前掲報

告書
5)に

くわしいので, ここでは省略するが,一

台について 10戸前後の農家で生産組合を組織 し,

オペレーターによって賃刈 りしてもらうのである。

なお刈取 り以外の作業過程については, ほとんど

個人所有,個人利用で行 っている。

ところで,導入されたハーベスターは,何れも

burn chopper type, および burn side chopper

typeである。このタイプは,収穫時, キビの枯葉

を焼却 し,茎稗部分を機械刈りするわけである。

この機械刈 りが,収穫の 70%を しめた 54年度

以降,収量は激減 してきた。54年度か ら59年度

の 6カ 年平均 の薦茎量 は 58,196ト ン, ha当 り

約 46ト ンである。これに対 し,47年沖縄復帰か

ら,53年度まで 7カ 年平均 80,947ト ン,ha当

り 65.1ト ン,39年土地所有権認証か ら46年

言十

昭和43～44
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備考 :南大東村 F村勢要覧」昭和 58年 8月 。
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生産組合

生産組合
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協

生産組合

生産組合
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生産組合

農   協
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個  人

試 験 車他

機械化と農法問題

第 3表 大 型 収 穫 機 械 の 稼 動 状 況

部 落 別

南

合 言十

備考 :大東製糖 KK, 南大東事業所『 さとうきび収穫機械化に関するシンポジウム資料」昭和 60年 3月 。

度 まで,8ケ年平均,90,813ト ン,ha当 り63

トンとなっている。 この数値でもわかるように,

戦後キ ビ作にとって最高の時期は,39-46年頃の

手刈 り,台湾からの労働者依存の時期であった。

(5)危機 0転換期 (54/55年～)

庶茎量か らみるならば,52/53年 の 94,000ト

ン,ha当 り76.6ト ン以後は一貫 して低下傾向を

辿 り,外国人労働者のス トップされた 54/55年

には,52,617ト ン,ha当 り39ト ンと急激な落

ちこみをみせ,以後,庶茎量 5～6万 トン,haあ
たり40～ 50ト ン水準 に低迷する。後述するごと

き,バーン式大型ハーベスターによる機械刈取の

障害が地力低下,かんばつ,ハ リガネ虫の発生等

諸要因にあらわれたのであって,生産力のこの水

準では,農業経営は成立 しない。かくて,機械体

系のグリーン式ハーベスターヘの転換,作付方式

の夏植え,緑肥休閑方式への転換,経営方式の有

畜経営への転換等に迫 られている。

事業主体

生産組合

3.生産力 =農法問題分析―農家実態調査結果

を中心として一

以下,農家実態についての聴取調査を中心とし

て,生産力=農法問題について分析を加えたい。

調査対象地区は池之沢地区である。池之沢地区の

南大東村農業における位置は,10a当 り収量に

おいて平均よりやや上位,平均面積では,村平均

をやや下まわるところにある。およそ,平均的な

代表性をもつものと考えてよいであろう。

第 4表は調査対象農家について,キ ビの作付面

積,収量を調べたものである。ここにおける生産

力=農法上の諸範疇について検討を行いたい。

(1)収穫面積′収穫量′単収′1戸当り収穫量

〔使用価値の量〕

まず,調査農家の数値について 51年 と今回の

調査結果を比較 してみよう。面積は,238 haか

ら,206 haへ と 14%減 ,収量は 16,871ト ンか

在  所 農

個

農

個

農

農

個

農

池 之 沢

北

協

協

新  東

1日  東

トラッシュ
機 械 No 搬入台数

台

実 数 搬 入 量
k, % 量  k9

量上

し

中貝

１

収
当 り

量穫
トン

導 入 年 次
昭和 年月

11 634 60 2,380,735 16 00 380,985 1,999,750 33 3 53 1

21 894 58 3,196,300 17 96 574,072 2,622,228 45.9 49 1

22 935 64 3,100,595 18.55 575,054 2,525,541 39.5 50.1

23 734 62 2,590,920 16 02 414,949 2,175,971 35.1 52 2

24 649 47 2,272,520 20.19 458,784 1,813,736 54.1

25 65 2,841,120 19.23 546,402 2,294,718 35 3 53 12

31 565 62 2,105,585 18 11 381,258 1,724,327 27.8 50 1

32 879 63 3,173,144 16 73 530,811 2,642,334 41 9 50 1

33 666 60 2,147,725 12 30 264,187 1,883,538 31.4 52.2

34 568 57 2,130,725 13.18 280,918 1,849,807 32 5 54 1

35 584 66 2,222,890 13.95 310,119 1,912,771 29 0 56 1

36 701 64 2,536,155 354,153 2,182,002 34 1 56 1

41 771 57 2,820,490 17 48 493,140 2,327.350 40 8 48 1

43 495 57 1,895,765 17.66 334,855 1,560,910 27.4 53 1

44 706 62 2,675,050 15 09 403,743 2,271,307 36 6 51 1

51 755 59 2,818,030 16.01 451,059 2,366,971 40 1 49 1

52 724 63 2,493,455 17 30 431,425 2,062,030 32 7 51.1

61 900 61 3,380,675 15.81 534,320 2,846,355 46 7 49.1

62 662 62 2,292,335 15 34 351,703 1,940,632 31 3 50 1 ・55 1

64 1,173 61 4,512,810 15.70 708,583 3.804,227 62.4 45.11・ 54 1

71 50 199,215 18 75 37,344 161,871 20 2

14,848 1,218 53,786,240 16 39 8,817,864 44,968,376 36 9

協

38.6

803

13.96
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第 4表  さ と う き び の 生 長 (池沢地区)

階 層

1 20hc以上 3戸平均

■  11～20  7

Ⅲ 8～ 11  7
1V  5～ 8    12

V 3～ 5  5
Ⅵ 3 以下 4

計 (平均)

ら 11,023ト ンヘと35%減,単収は 7.1ト ンか

ら5.4ト ンヘと24%減である。対象農家数に若

干の変動があるのであるが, しかし,池之沢地区

在住農家は,島全体のなかでは中位に位置し,全島

の他部落の土地も集積して規模拡大 しているので

あって,む しろ面積はふえてしかるべきである。

それが収穫面積が減少していることに注目したい。

これは前項でみた村全体の動きとも一致する。と

ころで,農地利用の内容構成は,他作物作付地を

別にして,キ ビ作可能地については,次のように

考えられよう。キビ作付可能地=収穫地+未収穫

夏植地+不作付地。収穫地の減少を規定するもの

として,ま ず不作付地の増大がある。これは,大

型ハーベスターの導入に伴い,傾斜地等,機械が

入らないところを放棄せざるをえなくなったので

ある。これを収穫地化するためには土地改良が必

要であり,村ではこれを各農家が多くを無補助個

人事業でやっており,経済条件悪化の一因になっ

ている。いま一つの要因は,未収穫夏植面積が

81.7 haと ,収穫面積の 40%に も及ぶ面積で,

夏植面積の 50 haを 越えていることである。夏

植えは,7～8月 に植付け,翌々年の 1～4月 に収

穫するのであるから,1年 は未収穫地となる。未

収穫夏植え面積が夏植え面積を越えていることは,

一っは,夏植え奨励で夏植え面積がふえる傾向に

あることによる。つまり地力低下を回復するため

に,夏植え,緑肥休閑の作付方式が奨励されてい

るのである。いま一つは,ハ リガネ虫によって,

稚茎が喰われてしまい,株出しが出来なくなり,

やむをえず耕縁して夏植えにする面積がふえてい

ることである。ハリガネ虫のばっこは,収量低下

をもたらす主要因の一つである。収穫面積の減少

をもたらしている要因は同時に単収低下をもたら

している要因である。単収の 5ト ン台への低下は

深刻な問題である。

収穫面積の減少,単収の低下 は,1戸当り総収

量の低下となって現われ, ここで農家経済との関

連を検討することが出来る。51年度調査農家に

っいて,例外的零細経営や,不明確な農家をのぞ

き,34戸 の 1戸 平均収量を出してみると,496

トンであり,同 じく今回の調査での結果は306

トンである。前回調査の63%と いうことになる。

この点を村全体の数値でたしかめてみると,第 8

表にみるごとく,50/51年 は402ト ンに対し,59/

60年は,221ト ンで 55%と なる。生産力諸要因

が総括されて農家経済に現象する次元では,問題

がより深刻化していることを知るのである。

(2)糖度′歩留′ トラッシュ 〔使用価値の質〕

株 出 し

4.3

5.4

5.9

5.2

5.2

43

52

Ｉ

Ⅱ

皿

Ⅳ

Ｖ

Ⅵ

計 (平均)

備考 :1.販売金額は トン当 り21,470円 。

2.各農家の個別の数値は沖縄総合事務局農林水産部農林課『昭和 60年度農業構造改善基礎調査報告書,沖縄県南大東村池之沢地区』 21,23頁 。



現状においては,庶茎買上げは糖度に関係なく,

一律買上げである。戦後の食管制度が米の品質に

関係なく一律買上げたのと状況は似ている。 しか

し,商品作物としての庶茎は,そ れを製糖すると

いう点に使用価値が存するのであり,そ れを前提

としてのみ価値形成が行われる。それゆえ,糖度

が高水準にあるのならば問題はないが,そ れが低

下 して,商品の使用価値性格が動揺するならば,

当然,買上工場側から問題提起が行われることに

なる。南大東村農業の現実はここにも問題が生じ,

買上について, ブリックス制の導入が問題化 して

いるのである。直接調査農家についての資料はな

いが,工場の資料によって全村における傾向をみ

ておこう。手刈がまだ中心的位置を占め,品種が

NCo 310の 時代には,糖度,歩留共に高かった。

45/46年 度 は第一汁ブリックス 18.46,50/51年

は18.25で あり,歩留は,それぞれ 12.53,12.31

である。53/54年 は 16.18,57/58に は 15.76と

低下,歩留 も,そ れぞれ 11.41,10.83と 低下す

る。この頃から品種転換がはかられ,59/60年度

は 17.08,歩 留 10.99と なっているが,な お十分

な回復とはいえない。

なお,原料受入れ側にとってのいま一つの問題

は, トラッシュであって,バ ーン式ハーベスター

導入に伴 って, トラッシュは増大 し現段階では

20%に およんでいる。ここにも問題が存するの

である。

(3)生産力 =農法の危機要因の検討

以上,庶茎の量質ともに,問題が大きく,い ま

や,村の農業は大きな転換に追 られている。一口

に言えば,農法変革が必要なのである。如何なる

農法変革が必要であるか,そ の問題にアプローチ

するについての考え方を最初に述べておきたい。

技術について検討するとき,陥 り易い欠陥は一

つの要因が強 く問題化すると,そ のことのみに眼

を奮われ,全体的見地が失われることである。労

働力不足→バーン式ハーベスターヘの転換という

行き方にも, この欠陥がみられる。また,病害虫

の発生→強力農薬の使用にもこうした欠陥がみら

れる。植物,動物等の有機体を扱うときは,「生
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産の諸要素の同意義性」ということに注意する必

要がある。そして,そ の基本には,地力 (水 と土)

再生産メカニズムがあるのであって, これと,労

働力再生産のメカニズムが合理的に結合するとき,

合理的農法の形成となるであろう。

ただ,考察においては,分析的に,一つ一つの

要因をとり出して検討することになるのであるが,

<分析>はつねに<総合>を前提としているので

ある。以下,バーン式ハーベスターの問題性から

はじめて,若千の問題について考察する。 しかし,

例えば現在,村では,バーン式ハーベスターから

グリーン式ハーベスターの転換ということを最重

点課題にしており,そ れは正 しいと思 うが,そ れ

だけですべてが解決されるかというと,そ うでは

ないであろう。それは,よ り大きな総合的な農法

=経営方式変革と結合 してのみ根本的な問題解決

と連なるであろう。

1)バ ーン式ハーベスターの問題

すでに再三検証 したごとく,キ ビの質量の低下

が,ハーベスター普及の時期と軌を一にして発生

しているのであって,バーン式ハーベスターの諸

デメリットの検討,解消への対策樹立は,南大東

村農業にとって死活の課題となっている。この点

の問題提起 は,すでに昭和 57年 3月 ,大東糖業

より,沖縄県および,沖縄庶作研究協会に提出さ

れ,そ の後,各種の検討経過があって,南大東島

の問題は想像以上に深刻で,一刻 も早 く対策を講

じなければ取 り返 しのつかない段階へ急速に近づ

きつつあるということ, また, この問題は, こん

ご機械化を進めるすべての地域にも生 じうるとい

う2点が,明確となった。キビ作にとって,最も

労働を要するのが,収穫であるし,収穫期の 1～3

月は,本土向け,野菜,花斉を生産出荷するとす

れば,そ こに重なるのである。キビ作の機械化の

成功は沖縄農業の商業的農業の確立と深 く結びつ

いている基本課題なのである。
ゝ

バーン式ハーベスターの問題点をまとめてみる

と以下の如 くである。

① 収穫前に火入れし,枯葉を焼却するので,

有機物還元の減少による地力の低下,および,枯

機械化と農法問題
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葉によるマルチがなくなり,保水力が低下 して早

害を受けやすくなった。手刈 りのばあいであると

枯葉が畦間に堆積され,それがマルチング効果を

もち,20日 間 ぐらいの早魃になっても被害が現

われなかったが,機械刈りのばあいは,そ の効果

がなくなったこと,および,土壌踏圧および有機

物の欠乏による保水性の変化によって,一週間位

で早魃の被害を受けるようになり,生産量減少の

大きな要因となった。

南大東島の農業における天水依存という条件下に

おいては,枯葉マルチングこそは,天与の保水力

であった。burningは , この生態系循環を破壊 し

たのである。バーン式を定着させるには,人工か

んがい施設や,堆厩肥等地力維持のシステムが必

要であった。

② 収穫時期は現在 1月 中旬から4月 上旬にな

っている。 これは,機械収穫に必然的というより

加工側の条件, ブリックスの問題である。 しか し,

3,4月 の機械収穫では,大型収穫機は,稚茎を

も刈るし,そ の踏圧,伴走車の踏圧で株を損傷さ

せ,土壌の硬化で欠株が多 くなり,株出し圃場の

有効生育本数を減少させる。機械収穫については

3月 上旬までに終了させる必要があり,収穫時期

の年内開始について工場側に要請され,改善が約

束されている。

株出の単収においては,手刈圃場に比 して,約
30%の 減収 となっている。又夏植の収穫時期が

3,4月 になると株出 しがかなり悪化する等の問

題もある。

③ 村の土壌は重粘土壌であるため収穫時に降

雨があったばあい,沈下, スリップ等で踏圧に起

因する土壌硬化が,空気の流通を損ね,キ ビの根

の発育を阻害 している。収穫後 4～ 5日 以内にサ

ブソイラーを通 して心土破砕を行わないばあいに

は,そ のあとの時期になると大型 トラクターでも

サブソイラーのけん引がかなり困難となるほどで

ある。現在すすめられている対策としては,収穫

後速やかに心土破砕,中耕等の肥培管理を実施 し,

更新時には, ブル ドーザーで深耕を行うことであ

る。

④ 機械収穫によって分けつ茎数は多くなり細

茎化 して無効茎が多く,害虫の発生被害 (特にメ

イ虫)を受け易 く,健全茎率の低くなる傾向にあ

る。

畝巾は現在 1.50mで あるが, これは大型伴走

車の車輪巾に規定されている。キビ生育からはも

っとせまくてよい。伴走車を改善すれば増収につ

ながる。

⑤ 防火帯を設置するために, トラクター等で

数畦のキビを押し倒すばあい大量の損失を生ずる。

火入れ作業は,注意深く実施されているが,周囲

の防風林等に延焼する場合も少なくない。南大東

村では防風林はきわめて重要な役割を果している。

火入れ作業は法律上の問題 (森林法の火入れ許可制

度)も あり, これを厳密に適用するとバーン収穫

法は実施できなくなる。焼却による煙は公害問題

として対策をせまられる。裸地化等によって雑草

が繁茂する傾向に対し,除草剤が多用され,地力

を一層低下させる一因となっている。作業中に土,

灰など猛烈なほこりが発生 し,オ ペレーターの視

界を妨げ,良好な作業環境とい言い難い。

なお,大東糖業では,原料受入れにおける問題

点として以下のごとく指摘している7ゝ

(イ )収 穫機の稼動が天候によって左右され,

機械収穫原料が 80%を 占める当地においては,

工場能力に合せた計画的な原料の搬入が困難であ

る。降雨時には,収穫機の稼動,お よび圃場の焼

入れができないため,常に天気予報によって原料

搬入計画をしなければならず,適正なる原料の確

保が困難で,降雨時には原料切れによる工場操業

効率の低下で, コスト高となる。

(口 )機 械収穫原料は, トラッシュの多量混入

(約 20%)に伴い,次の問題点が発生 している。

① 切断茎のため,原料品質の査定において,

適正化に困難をきわめ, トラッシュの査定におい

て,生産者 との トラブルが多い。又, ブリックス

の鑑定ができない。

② 原料品質 (ト ラッシュ)の査定にあたって

は,会社 は査定要員 として 16名 も配置 しており

大きな負担となっている。



③  トラッシュの混入量 (約 20%)が増加 した

分だけ原料運搬経費が高くなる。現在は会社の車

輌で契約運転によって原料搬入は行われ, トラッ

シュを除いた正味重量によって運賃を支払ってい

るが,将来は,現行の体制維持は困難である。

④ 機械収穫原料は, トラッシュが多量 (檎頭

部,稚茎,病害虫被害茎,枯死茎,土砂等)に混入す

るため,原料品質低下の要因となっている。

2)水 ,畑地かんがい,土地改良

南大東村に限らず沖縄農業にとって基本問題は

水である。保水力の悪い土壌,天水的条件にあっ

て早魃の害に悩まされつづけてきた。南大東村は,

降水総量の低さ,池沼はあるが,表水の一部をの

ぞき海水が滲透 していてかんがい水として使えな

いという条件の下,元来が早魃常習の収量不安定

地帯であった。バーン式ハーベスターは,土壌保

水力を更に弱化させ,問題をぎりぎり悪化させた

といえるのであるが,バーン式がグリーン式にな

ったところで,問題は残るのである。天水依存か

ら,人工畑地かんがいに転換 し,天水の如何なる

条件の下でも十分な用水可能な地帯に転換させ
,

収量の安定化をはからねばならないだろう。

現在までに行われているのは,特産畑総合振興

対策事業による点滴かんがい事業であって,57

年 度 69.79 ha,58年 度 68.3 ha,59年 は 24.6

haが事業対象 となっている。なお,60年度の計

画として,南第一さとうきび生産組合 10.5 ha,事

業費 29,925(千)円,う ち国庫 17,955(千)円,池

之沢第二さとうきび生産組合 10.85 ha,事 業費

30,951(千 )円,う ち国庫 18,570円 (千)円が対象

になっている。 これらの事業は,池沼の表水が使

えるという条件のところに限られており, この方

式で全島的に畑地かんがいを実施するまでにいた

らないであろう。

他の方策としては,道路に傾斜をつけ集水する

やり方であって,すでに飛行場はこの方式で集水

し,水道に利用 しているのである。ただこの方式

のばあい,既設の道路をもう一度作 りなおすこと

になり経費はかかる。新規工事のばあい, このこ

とを一諸にやればよさそうであるが,従来の法規
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の規定にひっかかってそれができない不合理性が

ある。

こうした不合理性は,収穫面積 1戸平均 4～ 5

haと いう北海道的大規模経営地帯である南大東

のばあい,い ろいろな局面にあらわれてくるので

ある。畑地かんがい以外の土地改良として,手刈

からバーン式ハーベスター導入に伴う基盤整備事

業として,傾斜地の平坦地化,客土,サ ンゴ除去

等を各農家は多かれ少かれやっているのであるが,

補助事業規定が適用しにくく,非補助自己負担で

やっているばあいが多く,農家経済の重い負担と

なっている。

南大東村は,面積規模からいって,沖縄県のな

かで特殊地帯であり,零細経営地帯を対象とした

補助規程とは異なった体系があって然るべきであ

ろう。

3)病害虫問題,農薬

南大東の農業は, さまざまの病害に悩まされて

きた。10年前にはバッタの害があったが現在最

も深刻なのがハリガネ虫,正式名は,オ キナワカ

ンシャクンコメツキ (melanotus― okinawansis)

の害である。この幼虫は地中に生息し,幼虫期間

は 1年半～2年半,苗の芽あるいは根草の部分を

食するので,欠株または芯枯をおこし,不崩芽の

原因となる。現在,カ ルホス乳剤や トクチオン乳

剤を立毛時若令虫期に株元灌注しているのである

が,かような強力な薬剤を用いることには問題が

残ろう。すなわち,土壌中の微生物を殺すので,

長期的にみて土壌の活性を奪うことになり,植物

体の退化等有害な影響を残すことになる。害虫の

生態の観察により薬剤によらざる防除法を検討す

ることと,ま た,輪作による土壌条件の改善等が

要求されよう。

そもそも戦後の南大東農業は病害虫の薬剤防除

・除草剤に依存じすぎてきた。一方化学肥料の使

用状況では昭和 40年代でほぼ飽和状態に達 して

いる。有機物ではなく,無機質化学肥料一辺倒で

多収を追求してきた弊害は,農薬使用量の増大と

なって農家経済にも深刻な影響をもたらしている。

すなわち,52/53年度には,化学肥料 119,030

機械化と農法問題
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(千)円 に対 し,農薬 118,080(千 )円 と同額に並

んだ。それ以後,農薬は投下価額が控え目になっ

ているが,投下量として減少 しているわけではな

い。

また,農家への長期貸付金が年々累積 してきて

いる状況がある。これは農薬のみでなく,非補助

土地改良資金や畜舎等施設への貸付によるもので

あろうが,農家経済と共に農協の経営にとっても

問題が深刻化してきていることを知るのである。

西欧における畑作農法の近代化過程においては,

除草を夏季休閑耕等,機械除草の方法に拠 り,輪

作で, イヤ地,病害虫を回避し,有畜化で,堆厩

肥や粗大有機物を投下して地力増進につとめると

いう方策をとっている。好ましい植物の生態系循

環の確立にとって学ぶべきであって,徒 らに化学

物質に依存する方法は,植物生理的にも経済的に

も好ましい方法とはいえない。

4)さ とうきびの品種

作型の変化は品種の変化と結びついている。村

における主要栽培品種は,30年前半までは POJ

2725種 であったが,30年後半から50年に至る

まで NCo 310種 となる。POJ 2725種 は耐風性,

赤腐病に抵抗性弱く,夏植,株出しに不適であっ

たが,NCo 310は ,多収,多糖,耐風,耐病,萌

芽性,分けつ等,土質気候に左右されることが少

なく,新植より株出の茎の太いこと,蒻芽再生力

の強いことで,夏植,株出に適応力が大という特

性を有 していた。NCo 310の 出現によって,株

出し省力栽培が可能となり,沖縄におけるキビ栽

培の発展に大きく寄与したのである。村のキビ作

の最盛期 も,品種では,NCo 310と 結びついて

いる。 しかし,株出し主体の栽培体系は,ハ リガ

ネ虫,メ イチュウ,ガイダー等の害虫発生と結び

つき,47/48年期からガイダーの加害に強いNCo

376が 主体となり近年では圧倒的比重を占めるに

いたっている。NCo 376は NCo 310に 比 して多

収性であり,直立性で,機械収穫に適している。

しか し,NCo 376に はブリックス (糖度)が低い

という問題があり,製糖品質低下をもたらしてい

るということから,品種の改変が進められている

のであるが,か つての NCo 310の ような絶対的

優良品種はまだない。導入されているのは,IRK
67-1, 58/59年 350 ha, NCo 310,112 ha,F161,

85.4 ha等 であるが,な お,NCo 376が 646 ha

と第 1位をしめている。

なお,新品種には以下のごとき特徴が指摘され

ている。IRK 67-1は ,気温が低下すると生育が

劣るので 7～ 8月 中旬までの植付が好ましいとさ

れている。

F161は 早植すると株出能力が劣るので 9月 植

が好ましい。ハリガネムシの被害地帯での一作の

場合には早植の方が収量が上がるという特性をも

つ。

NCo 310は ,早植すると倒伏し,枯死茎があ

まりよくないので,8～ 9月 の植付がのぞまれる。

IRKと F161の欠点を埋め合せる品種 としての

利用が考えられる。

なお,製糖会社は附属農場を有し,こ こで IRK

系,F系等の新たな品種の圃場試験を行ってい

る。同じ沖縄でも,本島とも,石垣,宮古とも異

った気象,土壌条件であるので,南大東に適した

品種,栽培法の確定には, この種の試験農場が必

要である。同一品種も多年月利用のうちには品種

退化がありうるし, より優良な品種の開発は重要

な収量安定要因である。

5)作型体系,夏植え奨励

夏植え,春植え,株出しの各作型別に収量は異

なる。夏植えは,収量高く,6ト ン以上をいき,

糖度も高い。しかし,一年体閑であり,耕紙する

ので経費もかかる。これに対し,春植えは,収量

は低いのであるが,株出しのために近年ふえてい

る。春植えは,2～4月 に植付け,翌年 1～ 4月 に

収穫する。株出しは,株を育て,1年後の 2～3

月に収穫 し,4～ 5回 で更新するのである。ここ

で村全体の作型別収量の動きを概観 しておこう。

夏植えの50/51年 から59/60年 にいたる平均は,

面積 229 ha,単 収 7ト ン,収量 16,040ト ンで,

59/60年 はそれぞれ 320 ha,6ト ン,19,484ト

ンで,近年面積がふえているのであるが,単収は

低下傾向にある。なお,夏植えは植付月で収量,
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糖度が異なり8月 ,9月 植えが最も高く,10月 ,  立てており,こ れに農業の生産計画 も沿 う様に

11月 植えになると低下する。しかし,農家にと  「夏植奨励規程」が設けられ,夏植えの収穫面積
ってはすべてを809月 に植えることは不可能で,  が 40%を こえる農家に対 して 10a当 り 6,000

59/60年 度でみると 8月 36 ha,7.4ト ン,9月   円の奨励金を支給しようとする。このばあい,品
126 ha,6.4ト ン,10月 148 ha,5.6ト ン,11  種 においても NCo 310,F161,IRK 67-1系 等

月 10 ha,4.5ト ンと,809月 と 10月 以後は同  糖度の高い品種への転換が条件づけられると共に
,

面積を占めている。春植えは 56/57～59/60年の  夏植の植付時期も7月 ～9月 迄と規定 している。

平均で 107 ha,2ト ン,2,095ト ン,59/60年 は  現状においてはどうかというと,降雨の分布,病
140 ha,3ト ン,4,263ト ンである。        害虫 (ハ リガネ虫)の発生時期との関連もあって,

株出しは,50/51～ 59/60年の平均で,915 ha,  全般的におそく,9月 植 (4&3%),10月 植 (3a6

5.4ト ン,49,554ト ンであるが,59/60年 は 703 %),8月 植 (&5%)で ある。単収か らいうと

ha,4.6ト ン,32,326ト ンである。56/57年以後,  9月 植,8月 植が高 く,10月 植以降は落ちるの

単収は一貫 して 4ト ン台であるのに対し,50/51  で,収量,糖度とも 7～ 9月 までというのは望ま

年は 8.4ト ン,52/53年 は 7.8ト ン,等,高収量  しいのであるが,農家の実態調査の聴取りにおい

をあげており,株出しの収量低下は,全体の収量  ても,な かなか困難なことであるという。製糖操

低下に最も大きく影響していると思われる。株は,  業時期の早期化ということが必要である。

収穫がかつては8年株ぐらいまであったが,近年   なお夏植予定地に対しては,原料収穫後直ちに

は4年株ぐらいまでになってきている。株出しは,  リッパー,ユ ンボ等で,少 くとも 50 cm以上の

手間もかからぬし,収益性も最も高い。しかし,  表土破砕を行い,収穫機で踏圧された土壌を膨軟

長年圃場におくのであるから病害虫の害を受け易  にして緑肥の栽培によって有機質を補給すること

く,地力低下の影響も著 しくうける。又品種特性  が奨励されている。実態調査でもかなりの農家が

の劣化現象も考えられる。すでに述べたように,   クロタリア,富貴豆系の緑肥を入れているのであ

近年ハリガネ虫の害が顕著である。        るが,裸地のままの農家もあり,病害防除,有機

作型別収量,糖度のこのような状況から,現在  質補給,何れの視点からも緑肥栽培,深耕は必要

製糖会社,村農政として推進しようとしているの  であろう。なお,併せて, 自家苗圃設置による健

は,現在の株出主体の作型体系を単収の高い夏植  全苗の確保がすすめられている。

主体の栽培体系に変更して,畑地の体閑,深耕 ,

E賜確鷲塁翼拶曇籍畠警堪この暮∫冷i乳鶏| ニグラlLタイプ収穫機導入の問題点一
1,170 haで あり,原料収穫面積 1,150 haと する   すでに述べたごとく,バーン式ハーベスターの

ならば,夏植→1年株→2年株→休閑の輪作体系  欠陥は明らかであって, もはやこの収穫法に依存

によって夏植の収穫面積にしめる割合を 40%  しているわけにはいかず,グ リーン式ハーベスタ

(450 ha)に することを可能とみている。夏植 450  -への転換がはかられている。しかし,南大東村

ha,春植 50 ha,株 出 2回,体閑の作付体系では  の条件では,中,小型でなく大型のハーベスター

2年,3年の株出面積は (450 ha+50 ha=1年 株 500  が必要であって, この定着には, なお問題が多い。
ha+2年株 500 ha),3年 目は 1,000 haと なる。   グリーン収穫法の利点とされるところは,大量

しかし現状では,株出し不良のところもあり, こ  の枯葉が圃場に還元されるので,有機質が補給さ

の計算通 りにいかないとみられ,650 haぐ らい  れ,地力維持に役立っし,枯葉のマルチング効果
の見込みである。                によって水分の蒸発が抑制され干ばつ防止となる

このような見込みに立って会社では年度計画を  し,雑草防除ともなる。また火入れ作業に必要な
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労力,計画の立案・手配,機械等が不要である。

加えて,防風林の焼失や,防火帯設置によるキビ

のロス等がなくなること,さ らに天候の影響がい

くらか少なくなるので,作業計画の立案が楽にな

る。

又,降雨後,短時間で作業を開始しうるので,

降雨による製糖工場の操業停止を回避しうる。灰

等の付着しないきれいな原料を供給できるので,

庶汁の品質が保たれる等々。

しかし, グリーン式収穫法にはなお克服すべき

難点がある。

① 作業能率の大巾低下。バーン収穫の刈取り

速度は,3～ 5km/hで あるが,グ リーン収穫の

それは lkm/h程度である。これはグリーン収穫

に用いる国産機の能力が小さいことも大きな原因

であるが,枯葉の存在が作業能率を大巾に制限し

ているのも事実である。

② この収穫法では分草,あ るいは風選等の枯

葉処理に大きな動力を要し,全体的にエンジンの

能カー杯の運転となりやすい。特に反収 10ト ン

ていどの圃場になると作業負荷が急激に大きくな

り,作業は著 しく困難もしくは不可能となる。

③ 葉に水分が付着しているとハーベスターの

風選性能が著 しく低下し,原料茎中のトラッシュ

量が増加する。 トラッシュはバーン式より増加す

る傾向がある。 しかしながら風選性能を高めるた

めにブロアの風力を強くすると原料茎まで飛ばし

てしまい,原料の損失が多くなる。

④ 立毛状態,畦の状態を確認しにくく, オペ

レーターの熟練が必要となる。

⑤ 収穫期,伴走車等の価格が処理能力に比 し

て割高となる。

さて,現実問題としては南大東村では,在所 ,

旧東,南地区にかかわる中央部で,昭和 59年度

さとうきび経営複合対策事業として, グリーンハ

ーベスター導入の計画がすすめられている。生産

組合は,南大東村字丸山第一さとうきび生産組合

と言い,組合員は7戸,畑地面積 39.4 ha,(キ ビ

収穫面積 22.5 ha),7戸 中,10 ha,9 ha,16 ha

所有農家の 3戸が中心で,そ れぞれ,オ ペレータ

―や,経理を担当することになっている。事業費

は,グ リー ン・ ハーベスタ 1台 2,820万 円,伴

走車 2台 1,250万 円,収納袋 30枚 135万円,格

納庫 525万円,計 4,730万 円 (内 3,784万円補助,

20%自 己負担)と なっている。

この中央部は,隆起サンゴ礁で形成され,おお

むね平坦であるが,水はけの悪い地帯で地盤軟弱

であり,バーン式ハーベスターを入れることが出

来ず,手刈収穫を行ってきたところである。灌排

水施設未整備であるが,昭和 61年 は,在所地区

県営灌排水事業,昭和 61年度土地改良総合整備

事業で整備が予定されている。

ここには,昭和 60年 1月 9日 ～3月 15日 にい

たる期間,文明農機 KKの ONB-130-4C型 (ク

ローラータイプ)の グリーンケーンハーベスター

が導入され,試験的に利用が試みられた。その結

果の問題点は何よりも作業能率の問題であった。

すなわち,導入 66日 間で雨天が 10日 間あった。

雨天にはグリーンでも稼動出来ない。実稼動日数

は 56日 で,刈取 ったのは 761ト ンである。1日

当 り,13.6ト ンとなる。現在,バーン式におい

ては 1日 当 り収穫量 36.9ト ンであるから,約二

分の一の能率 しかない。これを時間数にすると,

56日 で 1,404時 間, このうち修理時間が 77時間

で実稼動時間 1,327時 間,1時間当り574 kgと

なる。

現在,南大東島では,利用料 トン当 り4,500

円をとっている。この計算で 761ト ンでは3,424.9

千円, これに対 し支出は,減価償却費 1,760.1

千円,燃 料 費 856.4千 円,人件費 2,050.2千 円

(3人 ),補修費 227.7千 円,資本利子 429.0千円

(利 子率 5巧 %× 3,904万 ),雑 費 86.0千 円,計

5,409.5千円でマイナスとなる。この作業能率で

は実用化がむづか しく,農家の話では,一期間

2,000ト ン収穫を目標に機械の改善を農機会社に

要請 しており,そ の見通 しがつかなければ,導入

出来そうもないということである。

戦後当初は,近代化というと機械化のことだと

考えていた人は多かった。なるほど機械化で,手

作業苦汗労働から解放されることは一つの進歩に



はちがいない。 しかし,農業は植物,動物という

有機体の再生産を行うのであるから,何よりも地

力維持が基本にならなければならない。地力維持

の農法の骨格 は,有畜 〔堆厩肥の投下〕,輪作

〔イヤ地,病虫害回避〕,深耕 〔より深い養分供

給土層の形成〕の三位一体といわれている。南大

東のばあいにはこれに,かんがい 〔水〕を加えて,

四本柱とすべきであろう。そして,機械化は, こ

れらの機能を高めることに寄与すべきで,機械化

の論理に農法がひきずられてはならないであろう。

なお,有畜化の問題については本稿では省略 した

が,堆厩肥還元として肉用牛飼養が期待されつつ
,

なお無飼養農家が圧倒的である。また,経営規模

階層性,地域性の問題検討 も残されているが,今
回は紙数も限度にきたので別の機会を得たいと思

つ。

注

1)昭和 60年 7月 「農業構造改善基礎調査」の一環

として,南大東村池之沢地区を対象として調査を行

った。調査結果は,『昭和 60年度農業構造改善基礎
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調査報告書一沖縄県南大東村・池之沢地区』沖縄総

合事務局農林水産部農政課,昭和 61年刊にまとめ

たが,本稿は農法問題にしぼってそのエキスの検討

を行った。なお調査には,仲村忠,森本豊志,伊勢

頭譲次,大槻文次の諸氏の御協力を得ている。

2)勇知之『南ボロデノ島一南大東島の開拓と歴史』

葦書房,1974年 。大東糖業株式会社『大東糖業 30

年の歩み』1982年 。沖縄総合事務局農林水産部

『昭和 51年度構造改善基礎調査報告書―沖縄県南

大東村池之沢地区』昭和 52年 3月 。

3)前掲『大東糖業 30年の歩み』73頁。

4)前掲『南ボロデノ島』70頁。

5)前掲『昭和 51年度構造改善基礎調査報告書』。

6)さ とうきび面積機械化に関するシンポジウム実行

委員会編『さとうきび収穫機械化に関するシンポジ

ウム資料』昭和 60年 3月。『 さとうきび収穫機械化

に関するシンポジウム資料』昭和 60年 3月 ,大東

糖業 KK南大東事務所。沖縄県農業試験場『南大

東島における機械収穫に関する調査』昭和 60年 3

月等参照。

7)前掲『 さとうきび収穫機械化に関するシンポジウ

ム資料』大東製糖 KK。

/受付 昭和 63年 6月 20日 ヽ
受`理 昭和 63年 7月 13日 ノ

機械化と農法問題

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

