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中国の造林・育林事業

浅 川 謙次

1. 中国における造林，育林の現状

中華人民共和国成立以来の中国の造林 ・育林事業は，水利事業とともに，

政府および人民が共同で努力した事業のーってーあり，成果をあげている事業

の一つでもある。中華人民共和国成立以前の中国は，森林の荒廃が極度に達

していた固ともいわれる。全国の森林面積は 1億ヘクタ ーノレにも達せず

(9,700万ヘク ターノレ），全国土の10%にも足りなかった。それは日本の森林面積

が国土の67%をしめ，アメリカが30%，ソ連が41%をしめているのにくらべ

て，はるかにひくい比率である。

中華人民共和国成立以前の中国の森林が，このように発達していなかった

理由としては，国家による重税と地主の農民に対する搾取のひどさで，平地

で土地を失った農民は，耕地を求めて山上にいきp 森林を荒廃させてしま っ

たこと 3 さらにその日の食物にもこと欠いた農民 ・林業民には十数年あるい

は数十年ののちでなければ，収益のあがらなレ造林，育林の余裕がま司たく

なカ、ったこ とによる。

「税重く，耕して山頂にいたる。」と＼，＇ ）状態こそ，全中国の森林を荒廃さ

せた主な原因て－あった。

森林の荒廃の結果は，風雨による土壌の浸蝕がますますはげしく，洪水，

山くずれの発生を容易にし，それがまt.：：.， 国土を荒廃させていったのであっ

た。歴史家は唐代から清代までのl,300年間に華北，西北地方だけで， 1,315回

の水皐害が起きたと記録しており ，国民党蒋介石の支配時代には，長江，黄

河， j莫水，；住河等で，堤防の決演のなかった年は 1年もなく，そのため約

3,000万ヘクタ ールの荒地が生まれてし、たとし、われるが，このような白然的災

害の発生札森林の荒廃と大きく関係していたのである。
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中華人民共和国成立以後，この新しい国家は政務院に林墾部を設けて，ただ

ちに森林の育成と保護に着手した。すなわち中華人民共和国成立以後，わず

か 4ヵ月の1950年 2月には北京に全国林業業務会議を召集 し， 50年度の造

林，育林の任務と，その具体的な方法を決定した。その後ほとんど毎年全国

造林会議がひらかれ，前年の造林事業の成果の検討とその年の新しし、任務が

決定された。その結果，造林面積は 1950年から58年までに 3,319万ヘクター

ノレになり ， 1960年には 6,519万ヘクターノレに増加した。いま中華人民共和国

成立以来，歴史の造林面積をみるとつぎのようである。

造 林 函 F責
（単位万ヘクタ ノレ）

う々 寅 ｜ ｜幼林保育育 苗 面 積
メ仁入ヨ 計｜保護林｜用材林 面積

:: I :::; I 

12.6 6.7 I 4 0.2 

復 1951 45 I 25 2 77 04 

済期 1952 108.5 57.0 22.0 1 2 8.0 

第3十
1953 111.3 41 7 44 7 I 4 12 2 

1954 116 7 33 9 63 6 1 0 24.9 

次画
エェ

1955 171 0 39 3 94 7 1 6 68 2 

カ 1956 572.3 135.1 245.4 7 7 199 2 
年期

1957 435 5 99.4 173.5 7.1 211.5 

第年
1958 1,7 46.0 333.5 601 5 30 8 700.0 

一計

次五一回
1959 1,866.6 
1960 

1,333.3 
カ期 （計画）

：主 1 1950-58年は国家統計局『偉大な10年』による。
2. 1959, 60年は劉文輝林業部長の第二期全国人民代表大会第2回会議での報告による。

この統計でも明らかなように中華人民共和国成立当時， 9,700万ヘクターノレ

であった森林は，1960年には 1億6,000万ヘクタールを超え， 全領土に対する

森林の覆蓋率は16% になっている。 1958年 4月公布された中国共産党中央委

員会と国務院の共同指示によると，「全国の森林面積を 10年内に 2倍に増加

させるつすなわち，現在の 1億ヘクタ ーノレを 2億ヘクタ ール以上に増加させ，

全国の森林覆蓋率を全領土の10%から20%にすることであり，全国の木材蓄

積量を15年内に80億立方メートノレ前後に増加させることであり，また各種の

果樹，桑，茶，油脂原料などの林産物をおおいに増加させることである。」と
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いってし、るが，すでに1960年には覆蓋率を16%に高めている ことは，その計

画の超過達成を意味するとともに，全国の森林景観に大きな変化を生んでい

る3 たとえば，東北地区の西部と内蒙古東部地帯には南北約1,100キロメ ー ト

ル，東西約300キロメートル，面積約833万ヘクタ ーノレの防砂区が設定され，

すでに防砂林40万ヘクタ ーノレが造営され，隈西省の北部には約 6万ヘクター

ノレの防砂林が造営されて，蒙古からの砂漠の拡大を防レでおり、また黄河の

氾濫によって生まれた、河南省東部の砂漠地は30万ヘクターノレにおよんでいた

が，すでに 4.5万ヘクタ ールの植林と 4万ヘクタ ールの耕地の開拓が完成し，

計画的な森林網，森林帯がつくられている。さらに河北省西部の永定河下流

にも永定河の氾濫によって，約30万ヘクタ ールの砂漠地が生まれてレたが，

そのうち13万ヘクタールには植林が終ってし、る。

砂漠地への植林だけでなく，水土流失のはげしい地帯に対する砂防3 水防

工事とともに値林も進み，水土、流失現象のとくにf土げしし、地域の黄土高原地

帯，すなわち限西，甘粛3 山西，河南，内蒙古等では， 1958年までに約333万

ヘク タールの植林が行なわれ，また鏡陽河，松花江，准河，漢水，輸江， 東

讃江，汀江，珠江の西江流域等では，部分的あるいは全面的に水土流失防止

林が造営されている。

2. 造林における各時期の特徴

造林面積の増大からみると，中国のいままでの発展は中華人民共和国成立

から1952年までの時期と，それから56年までの時期，さ らに58年までの時期

と58年以降の時期の四つに分けることができる。すなわち， 52年までの時期

における毎年の造林面積は，50万ヘクターノレ以下であるが，52年から55年ま

での 4年聞は毎年平均 1,270万ヘクタールとなった。ぞれが1956年には飛躍

的に増大 して，一挙に572万ヘクタールに増大 し， 57年にはやや下ったが，こ

の2年間の平均は 500万ヘクタ ーノレを超えた。ところが， 1958年にはまた一

躍 l,700万台に増大 し， 1958～60年の 3年閣の毎年の平均は 1,650万ヘクター

ノレになっている。このような段階的発展は，治水事業と問機に中国の農林業

における生産関係の変化を反映 したものといえる。すなわち，1952年の発展

は土地改革が全国的に完了し，全国の耕地，山林が個人に配分され，小土地

私有が確立 した とい う基礎のうえに実現したものであり，このときの造林，
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育林は 「誰種帰誰」（植林した個人に所有権が帰属する）政策のうえで発展し

だ。ところが1956年には，協同化の高まりがおき， 1956年末；こは全国農民の

96.3%が協同化し，そのうち 87.8%が高級協同組合に組織された。 1956年か

らの急速な造林面積の拡大は，このような農林業の協同化によって達成され

7ニものであるつ 1958年からの毎年1,500万ヘクターノレを超える大規模な造林面

積の実現I，全国の農村の人民公社に組織化されたことによって達成された

ものである。

各時期の事情をもう少し具体的にみるとつぎのようでゐ為。

( 1) 土地改革の時期

中華人民共和国成立から1952年末まで行なわれた中国の土地改革では，耕

地ばかりでなく lI l林，果樹園，採草地もことごとく分配の対象になった。こ

の時期の特徴は濫伐を極力いましめることと 個人的植林を奨励することに

あった。土地改革で山林が細分され，個人的所有にうつされると，濫伐の傾

向の生まれるのはさけ得られなかった。濫伐を防ぎ， しかも国家が必要とす

る建築用材，工業用料をまかなうためには，山林が個人に細分されても，林

木の伐採は個人の自由にまかせないような一定の制限を設げる必要があっ

た。それと同時に植林に対しては，個人的所有を確認した政策をはっきりう

ち出す必要があった。中国政府が50～52年に公布した森林伐採に関するさま

ざまな規定や「誰種帰誰」の政策はそれを具体化したものであったハなお，

50年， 51年当時はまだ山奥には国民党の敗残兵が逃げこんでおり，また国民

党特務分子が破壊の呂的をもって，山に放火したため山火事も非常に多く，

これが防止も当時の現有森林保護におL、ては，大きな仕事になっていた。 19

50年から52年までの 3年間において，全国の山林が受：十た被害面積のなかで

山火事によるものが引.5%をしめ， とくに50年は 98.7%をしめていたことに

よってもそれが明らかである。山火事は人民による国民党敗残兵の掃蕩や，

国民党特務の逮捕，護林防火運動の進展等によって年を迫って少なくなり，

1950年の損害面積を 100とすれば51年には70に下り ，52年には50；こ下ってL、

~ 

〈〉。

林ァドのj駐伐は土地改革の進行中には地主たちによって行なわれたが，土地

改革後にも，私営商人たちの買いあさりや，また一部の機関が政府の出した

「生産自権」政策を誤解して，たくさんの催災民を山に入りこませて，森林
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1950 

51 

52 

封山育林面積

計 画 面 積 実際達成面積

28.7 24.7 

50.0 90.3 

246.4 299.0 

（単位万ヘクターノレ）

計画に対する
迷成の比

89 % 

180 

121 

注数字は，政務院「全国休業工作指示」 1950年，政務院「1951年農林生産的決定J，政務院「大衆を立ちあ

がらせ造林，育林，議林活動を展開することに関する指示」 1953年による。

の伐採を行なわせたことによっても起こったが，これは50年11月の全国木材

会議の決定，および51年 8月に政務院から公布された 「木材節約に関する指

示」によって停止するようになった。

現有森林の保護と同時に荒山，荒地への積極的な造林が行なわれ，造林し

たとこ ろは，「封山」（山への立入り禁止） して森林の育成がはかられたの全国

の造林面積は，さきの統計でも明らかなように1950年 12.6万．ヘクタ ーノレ，51

年45.1万ヘクタ ーノレ， 52年108.5万ヘクタ ールというように，毎年幾何級数的

に増大しているが，それらは人民の積極的な造林活動によって，計画をはる

かに上まわって達成された結果であって，たとえば封山育林面積について毎

年の計画と実際の達成結果をみるとつぎのようである。

このように造林 ・育林事業は急速に発展しているが， しかし52年までは個

人による造林，育林であり ，「誰種帰誰」を基礎としていたために，その規模

は大きくなりえなかったし，「封山育林」も形式にながれて実際には違反者

が続出 し 効果があがらなかったと ころが多L、。林業部が52年 2月に公布し

た「1952年春季造林工作の指示」では，その点をつぎのように指摘してい

る。

「封山育林は広大な荒地を緑化するもっともよい方法であり， 1951年には

全国的範囲で封山育林運動を展開し，1,350万華畝（約90万ヘクターノレ）を達成

し，山東，河北等の諸省では， それに関する多 くの経験をえたが，若干の地

区では封山育林を“官封，民不封”とし，“明封，暗不封η とし，封山しても山

の保護にならず3 育林にならなし、ようなところが生まれた。」

土地改革の全国的完了ののち，中国では時期をおかずに農民および林業民

に対して互助協同化がよびかけられ， 指導された。造林および封山育林は，

農民および林業民の互助協同化によって急速に進んだばかりでな く， それ
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までにみられた「宮封，民不封」「明封，暗不封」の状態も急速にあらためら

れた。

1953年からはじまった第一次五ヵ年計画では森林建設の任務をつぎのよう

に規定した。

① 経済林6,674万華畝（約445万ヘクターノレ）を造林する。そのうち用材林は

5,327万華畝（約388万ヘクターノレ）とし，主として江蘇，安徽，漸江，福建，湖

南，湖北，江西，広東，広西，四川，貴州3 雲南，西康などの林木の生長の

比較的ばやし、地域で行なう。用材林を樹木の種類によって区分すると，杉は

約20%，松，柏，按などを80%とする。

② 防護林は2,343万華畝（156.2万ヘク ターノレ）を造林する。その地域的分布

は東北地方の西部で 430万華畝（約29万ヘクタ一川，遼寧省鏡陽河の水源林24

万華畝（約1.6万ヘクターノレ），吉林省松花江の水源林50万華畝（33万ヘクタ ーノレ），

内蒙古東部の防護林は 66万華畝（4.4万ヘクターノレ），黄河上流および中流の水

源林は215万華畝（14.3万ヘクターノレ），隈西省北部44万華畝（約 3万ヘク ターノレ），

永定河上流66万華畝（4.4万ヘクタ ーノレ），准河上流および中流37万華畝 （25万へ

!7 Fーノレ）' l莫水の水源林45万華秒、（ 3万ヘクターノレ），河南省東部33万華畝（2.2

万ヘクターノレ），山東省沿海15万華畝（ 2万へFFーノレ），その他各地に分散して

いる比較的小さな水系の水源林および小規模な農地防護林 1,318万華畝

(87.9万ヘクタール）とする。

③ 国有林の伐跡更新面積422万華畝（28.l万ヘク ターノレ）で3 そのうち東北

各省は300万華畝（20万ヘクターノレ〕内葉古自治区は28万華畝（1.9万ョヘクターノレ〕，

西南各省は49万華畝（3.3万ヘクターノレ），華北および西北各省は45万華畝（ 3万

ヘクターノレ）である 3

以上の造林計画と同時に現有森林の保護についてはつぎの 7点が指摘され

J ‘ ，』。

(a）林区および山区における，生産についての全面的企画活動を積極的に

確実に展開する。省および自治区，自治州を単位として林業を発展させる地

区をきめ，林業生産を主とする重点的林業県と，農業生産と林業生産を とも

に重点とする半林業県をきめ，各地が経営する林種と主要な樹種について計

画する。

(b）調査設計活動をよく行なうこと。適林地の調査測量と造林の企画，言十



64 

両を強化し，適林地の調査活動と造林活動が結びついていなL、現象を厳格に

是正する。森林調査と森林経営の計画，設計活動を強化し，いくつかの大面

積の国有林区では，作業方案をつくるとともに， 1957年には国家の森林資源

の調査を基本的に終わる。調査隊の指導を強化し，かれらの政治思想と業務

水準を高め，それによ って調査設計活動の質を高める。

(c）林業の重点的な建設単位を確認し，活動の基点をうちたてる。重点的

な造林地区をさだめ，必要と可能に基づレて一定の規模，一定の規格をそな

えた水源林，防護林および用材林を計画的に造林する。大面積の国有林区に

対しては測量設計を行ない，経営方案を作成して，ただちに森林経営の重点

項目を確定し，森林経営所を設立し，現有森林の管理工作，とくに伐跡更新

活動を強化し，森林面積を復旧，拡大する。

(d）ひきつづき大衆を動員して，護林防火の活動を全面的に強化する。農

村の互助協同組織に依拠して，おおいに造林と育林宏行なうっ 林業重点建設

！ざと林区付近の農業生産協同組合および互助社（農民の 114］で農繁時労働力交換

を行なう組織で，日本の「結L、」にあたるもの）はし、ずれも造林，護林の任務を生

！宅計画に組みいれる。 一般の農業地区は大衆を普遍的に動員して，山地や道

路の両側，家屋の周囲，村はずれに植林，権樹をすると同時にかれらの造林3

植樹の利益を保護する。

(e）造林技術をたかめ，幼林の育成に努力し，植樹の活着率を高める。

( f) 林業科学研究活動を強化し，現存の林業科学研究所を立派に経営し，

計画的に研究ステーションを設置し，大衆の造林経験を総括 L，普及し，ソ

同盟の先進的な経験を学習し，各種の技術規定を制定し，基層組織の林業要

員を養成し，訓練して，現存する各種の林業活動の質の向上を保証するとと

もに，今後さらに進んで林業建設を発展させるための条件を準備する。

(g）穐山の供給活動を強化し，種子の需給源を掌握し，育成し，種子の検

査と保管を強化する。国営林と国営商聞の経営管理を改善し，現存の潜在力

を十分に発揮させる。造林の需要に基づいて，国営苗圃の適切な発展をはか

るとともに，積極的に大衆を動員して採種と育苗を行なう。この他，南方各

省では竹林の発展に注意し，竹材の使用についての研究と普及をはかる。

中国の第一次五ヵ年計画はあらゆる面で超過達成されたが，林業において

も経済林の造林は1956年には，すでに448.4万ヘクターノレを完成して， 16%の
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超過となり， 57年にはさらに 1年間で173.5万ヘクタールを完成し， 5ヵ年聞

に 647.5万ヘクタールと規定した原計画に対しては約67%の超過達成となっ

た。また，防護林156.2万ヘク ターノレ建設の任務も同じように，1956年にはす

でに 250万ヘクタ ール達成して，原計画に対しては60%超過し，1957年には

さらに99.4万ヘクターノレを追加して， 349.4万ヘクタールとなり，原計画の

2.2倍になった。

このような超過達成も1956年に行なわれた全国的な農民，および山区民の

協同化の実現によるもので，たとえば用材林の建設をみても 1955年は94.7万

ヘクターノレであったのが， 56年に一躍245.4万ヘクターノレと 2倍以上に増加し

ており，防護林の建設も 3倍以上に増加しているのは，それを如実にものが

たっている。

( 2) 第二次五ヵ年計画

1956年に全国の農民および山区林民の協同化が達成されることを見通し

て，中国共産党中央委員会はこの年の 1月，全国各省，市区の責任者と話し合

ったうえ，1956～68年の「全国農業発展要綱」（第一次草案）を最高国務会議

に提出した。この全国農業発展要綱第一次草案では，第21条で「緑化可能な

すべての禿山の緑化を12年で完成する」ことが提起された。 1956年から造林

運動の大規模な展開は協同化の基礎のうえに，このようなはっきりした目標

の設立によ って初めて進んだのて、ある。

しかし緑化可能なすべての荒山，荒地の緑化といっても，それには多くの

労働力を必要としとくに防護林の建設においては，その建設規模が大きく

なければならず， l組合 l00戸足らずの規模のものが一つや二つでは手に負

えるものではなく ，またその受益範囲も広範におよぶので，受益地域のすべ

ての協同組合をふくめた統一的造林計画と共同作業が必要となる。そしてそ

のような統一的造林計画と共同作業の円滑な進行のためには，近隣協同組合

の合併が必要となり，ついに1958年には全国的に人民公社の出現とな ったの

である。

人民公社の出現によって，「全国農業発展要綱Jで提起された「全国緑化」

は急速に進んだ。林業部劉文輝部長は，60年 4月に聞かれた第二期全国人民

代表大会第二次会議における報告で，その点をつまのように述べてし、る。

1958年に農村が人民公社化したことは，林業建設を飛躍的発展の新しし、段
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階に進ませた。第ーは，人民公社が政社合ーの工農商学兵のたがし、に結合し

た，農林牧漁副業を総合的に経営する社会の基層組織であり，生産を発展さ

せるうえで，統一的指導と全面的企画を行な＼，＇，土地，人力，物力を合理的

に利用しうるようになったことである。したがって，農業協同組合の時期に

完全には解決しえなかった，農業と林業と牧畜が，土地と人力を奪い合うと

し、った矛盾が完全に解決されたこと，このことが林業生産の急速な発展をも

たらせていることであって，その大ぎな力によって，大面積の荒地，荒山の緑

化が進められ，遠隔林の開発と森林資源の合利的利用を可能にしていること

である。 。人民公社は林業に飛躍的発展のための羽根を与えたc 人民公社

とし、う基層組織の確立と相まって，中国共産党および国家からの指導面でも，

1957年10月には「全国農業発展要綱」に対して第 1回目の修正を行なし、， 58

年 5月には第2回目の修正を行なった。こうした事情のもとで1958年には，

造林・育林事業にもその他の産業にみられるのと同様に大躍進があらわれ，用

材林の建設においても，防護林の建設においても， 58年 1ヵ年で，第一次五

ヵ年計画期の 5年間の総計を上まわった。造林・育林事業における大躍進は

59年にも継続され，今世紀来最大の自然災害をうけた1960年度も，やはり 1,3

00万ヘクタ ールとし、う 高水準を保ってし、る。

1958年から始まった造林・育林事業の大躍進は3 たんに造林面積の量的拡

大にあらわれているだけでなく，全国的な林業基地の確立，植林技術の向

上，新育種技術の創造，工業原料生産との関係の設定などで，新しし、道をき

りひらいている。その点についても林業部劉文輝部長はつぎのようにいって

いる。

「わが国の造林はたんに規模が大きく速度がはやいというだけでなく，全

国各地には万をもって数える林業基地がつくられ，林業生産を一歩一歩合理

的に配置しうるようになってきた。たとえば，湖南省：こは各県に 2,380個の

林業基地がつくられ，また河北，江蘇，安徽等の諸省には鉱山用杭木基地が

大量に建設された。」（人民日報1960.4.6)

荒地に対する植林技術は， 1956年までたいして進歩はなく，植林の活着率

も65%前後といわれたが， 58年人民公社化後，大きな労働力が動員できるよ

うになったため，水平溝を掘って雨水を貯え，水土流失を防ぐ措置を行なっ

て植林するようになった結果，活着率は80%以上に高まってレる。なお，育
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林においては，速成林の研究が進み，杉は福建，広東などの南方諸省でも植

林して25年たになければ，用材として伐り出せなかったのが，速成育林の結

果， 8年， 10年で伐り出すことができ，按樹とか泡桐などは 5年から 7年で

伐り出ずことができるといわれる。

その他工具の改良の面で，また林場の管理の面で，人民はさまざまの新し

し、合理的な方法を創造している。

中国の造林 ・育林事業は1956年，全国の農民が協同化を完成してからは，

もはや「封山育林」といった消極的なものから，積極的造林に転じ， 58年の

人民公社化後は，個々の造林，育林にとどまらず，全国土の緑化に向かつて

突進している。

なおこのような造林 ・育林事業の発展に即応して2 林業科学研究所およ

び，林業教育機関の新設拡充は急速に進み，現在，大学，高専程度の林業専

門学校は14ヵ所で，その他各農科大学に林業科の付設されているもの13，在

校学生数は1万2,447人である。中等程度の林業学校は全国に1,100ヵ所，在校

生ー徒は10万人に達してし、る。国民党南京政府時代には，林業専門の学校は

つもなく，各大学専門学校の林科学生は 541人 しかなかったのと比べると，

現在の規模の大きさが容易に理解される。林業関係の研究所も，中央政府お

よび省政府所属のものだけで31ヵ所あり，研究員は 3,800人におよんでいる。

なお大衆の造林運動は一つの学習運動でもあって，各地の新しし、経験，創造

はただちに大衆のなかにもちこまれ，大衆に学びとられ，実践されているの

が現在の中国の特徴である。

3. 水土保持林の造営

中華人民共和国成立以来，この国が造林，育林に非常に力をいれてし、るの

は，中国が木材資源に不足し，毎年 1,000万立方メ ー トル以上の木材の輸入

をしなければ，当面の建設上の需要をもまかないえないということのほか

に，この国が自然的災害，とくに洪水，早ばつを受ける自然的条件が非常に多

く，とくにそれが森林の荒廃と，水土流失の激しさによって強められている

ことから，森林の造営，育成は，治水工事とともに他の経済建設に先んじて

着手され，進められてきたのである。

たとえば，黄河以北の，華北西北地方についてみても，ここは年聞の降水量
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500ミリ メートノレ前後てう しかも降雨の季節的偏異率が高く，年間 500ミリ

メー トノレ程度の降水量の70% くらし、がp 7～8月に， しかも2～3回の降雨

で降ってしま＼，＂あとの月はぜんぜん降雨をみない月が数ヵ月もつづくので

あって，洪水，早ぱつを引きおこしやすい自然的条件は非常につよいのであ

る。こういうところでは貯水池をつくって，一度に降る水を貯えておくこと

と，森林を育成して，水土の流失を防がなければな らない のであるが，国

民党支配時代までは3 貯水池の建設もほとんどなく，森林は荒廃にゆだねら

れていたので，水害の発生するのは，あたりまえで水害をみなければ早害を

みるのが常であった。たとえば，華北には 1,750万ヘクタールにおよぶ山地

があったが，森林面積がわずか 9万ヘクタ ールにもおよばず，全山地面積の

5%を占めるにすぎず，ーたひ．雨が降ればいたるところに洪水，山くずれが

起こった。ところが3 いまや永定河の上流に官庁ダムが建設されたばかりで

なく，唐河，沙河と磁河3 虎氾河，釜陽河，淳河等の大河が，山地から華北

平野に出る出口には，すべて大きなダムが建設され，また潮白河上流には貯水

量43億立方メートルの密雲大ダムが完成し，っし、数年前まで禿山の重畳 して

いた大行山脈もいまや植林によって山はだにはしま状のあるいはかすり状の

緑線が縦横にはしっている。淳河流域についてみても，ここはし、くたびか日中

戦争当時，八路軍と日本軍の戦場となったため，両岸の樹木はほとんどすべて

切り払われ，生活に窮した農民は山上に耕地を聞いたため，水土流失を激しく

し， 1945年には大洪水をみて，約 1万6,000ヘクターノレの耕地が流されてしま

った。 1万6,000ヘクターノレといえば，樟河流域全耕地の 6割にあたるもので

あった。 しかし3 この地方は1949年中華人民共和国成立前にすでに解放区に

なっており＇ 48年には共産党の指導のもとで，土地改革を終えたので，49年

から中国共産党は沿岸の民衆に「植林と湾河の治水」をよびかけ，毎年清明

節には3 全人民総出で植林すると同時に各戸でも必ず家の周辺や道路の両側

に植林することをきめ，大植林運動を展開したため， 1954年には湾河沿岸に

はいたるところ幼林が育成され，河道もかたまり，濁津河上流40華里の濁水

は，すでに清流にかわり，雨が 2ヵ月も降らな くて も，河の水は枯れないと

いう状態になっている（中国林業出版社「我国第一小五年計画中的林業建設」）。

中国では水土の流失を防ぐための全国的計画を立案し，また水土保持の先

進的経験を普及させるための，全国水土保持会議を1955年以来，ほほ2年に
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1回ずつ聞いている。この会議には農業部系統，林業部系統および水利部系

統からそれぞれ代表が参加し，また中国科学院からも代表が出て，水土保持

に関する専門的な討論と各部門聞の調整と仕事の分担がなされるのである

が， 58年 1月聞かれた第2回全国水土工作会議で，林業部梁希部長は水土保

持林の造営についてつぎのように述べている。

「この数年来，各地での造林・育林工作は不断に高められており ，とくに

1956年に行なわれた，協同化の高まりと，中国共産党中央委員会が出した

“12年間で全国の緑化を完成せよ”というよう呼びかけによって，農村には

新しし、状勢が生まれ，造林活動にも急速に発展する条件がつくられ，水土保

持の造林，育林にも極めて大きな発展がみられるようになった。この 1年聞

に，全国の造林面積は水土保持林を加えて， 330万ヘクターノレになり，それ

までの 3年間の造林面積（約398万ヘクターノレ）にほぼ等しくなっている。なか

でも，水土流失のもっともひどい快西，甘粛，山西の 3省での造林面積は68

万ヘクタ ーノレにおよび，この 3省が過去 7年聞に行なった造林面積の67%に

あたる。また全国の封山育林面積も，この 1年聞に 389万ヘクタ ールに達し

た。全国の農林民が協同化を達成したことを基礎として，造林 ・育林活動

も，過去の分散的な小面積の造林，育林から，計画的な年度別に，地域別に

大面積にわたる緑化が行なわれるようになった。多くの地方では農業，水利

措置と結合させて，統一的な計画をたてて行な っている。 この数年来，造

林 ・育林工作はすでにその効果をはっきりあらわしており，工作の展開が早

ければ早いところほど，その効果も顕著になっている。

黄河中流についてみると，林業は農業，水利措置等と結合させて発展さ

せ，1956年末までには，すでに水土流失面積 7万平方キロメートノレを治理す

ることができた。甘粛，限西，山西の 3省には，もともと 375万ヘクタ ール

の森林があったが，中華人民共和国成立後 7年間 （1950～56年）の造林と封山

育林によって， 155万ヘクターノレが増加された。これは 3省のもとからあっ

た森林に対して 41%の増加であり ，限西省の森林覆蓋率はそれによって

8.6%から10.9%に引きあげられ，甘粛省では3.2%から4.6%になり，山西省で

は4.3%から 7.4%になった。従来まったくの禿山であったり，禿丘であっ

たところや，また砂漠地帯で、あったところにも，いまは蔚然とした森林が発

達しており，海河，遼河，准河，長江，珠江およびその他の河川の水源地区
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にも，この数年来森林面積が急速に発達している。この数年来とくに協同化

の高まりが起きてから，各水土保持地区の造林・育林工作には，大きな成果

がかちとられたが，同時に多くの経験もかちとられた。その主要なものは

① 林業が重要な，社会的生産事業の一つであるということ。それはたん

に水土を保持L，農業生産を保障するとし、うだけでなく，林業そのものとし

ても，山区の主要な生産部門であり，人民の物質的生活を高めるための，社

会主義事業の一つになるということである。林業をこのように認識し，林業

を掌握し，林業を大衆の生産，生活ともっとも密接に関係する一つの環節と

してみ，この環節から出発して，動員のスローガンを出し，林業生産の季節

性と連続性の特徴に基づいて，林業工作を指導日程にくみこまなければなら

ない・ 。

② 禿山の水土流失地区は生産量も低く，収入も少なく，大衆の生活も困

難であるため，いかにして大衆の当面の利益と林業経営とし、う長期の利益を

結合させ，大衆をはげまして，林業生産への積極性を発揮させるか3 このこ

ともまた水土保持林を発展させるうえで一つのカギになっている..・ e・。

大衆の当面の利益をはかるために，林業労働に対しては労働日を計算し

て，報酬を与える方法をとり 3 それによって大衆の造林に対する積極性を高

めている。現在，各地区の協同組合がとっている方法には 3種類ある。その

一つは，義務労働あるいは基本建設労働とするもの，第二のものは，林木が

収益をあげたときに報酬を与えるもの，第三はその年の農業、牧畜業，副業

等と一緒に計算し，統一的に利益分配を行なうものである。前のごつは，そ

の年の報酬にならないため，農民の造林に対する積極性に影響を与え，造林

の質の低下を引きおこしやすI,'o 第三の方法は比較的よい方法で，協同組合

員の集団的造林に対する積極性を増させ，労働の生産性を高め，仕事の質を

よくしている 。

③ 水土保持林の造営に（土，それに相当する労働組織が必要である。林業

生産は農業生産と同じで，種子の採取，首の育成，整地，造林から保護，伐

採までの一連の生産活動が必要である。したがって，一定の労働組織によっ

て，その生産が保障されない場合は「一時大騒ぎして造林しても，造林した

のちは，誰もかまうものがなし、」状態が生まれ，造林の技術も，労働の生産

性も高まらない。したがって林業を発展させるには，協同組合内にそれに相
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応した労働の組織をつくらなければならないー

③ 大衆の造林を積極的に支持すると同時に，国有林場を計画的に発展さ

せることが緑化を促進し，水土流失を減じさせる必要な措置である。水土流

失のひどい地区ば，一般に種苗も不足しており．大衆の困難が比較的多い地

区である。このような地区では，できるかぎり大衆を動員して採種，育苗を

はかると同時に，国営林場でも種苗の供給を行なわなければならない。たと

えば， 1956年全国で国営林場から大衆に供給した林木の種子は2,500万斤，苗

木は約 100 億本で，そのうちの大部分は，西北，華北，東北などの水士流失

のはなはだしい地方に供給され，大衆の種苗の入手困難とし、う問題を解決

し緑化を促進するのに役立ったが，このようなことは必要な措置であり，

今後も種苗の欠乏している地方には，国家から必要な援助を与えなければな

らない。

もう一つ，水土流失のひどい地区は一般的に言って造林も困難であり，造

林には相当の技術を必要とするところである。したがって，林業部門では，

こう した地区に対して技術的指導会強める必要がある。過去 2年の聞に，

各省では，こうした要求にこたえて，たくさんの林業工作ステーションをつ

くり，大量の林業工作員を養成しp 技術指導の面で大きな役割を演じたが，

今後もこう L、う活動は強化されなければならない。

大衆の造林を発展させると同時に，水土流失地区で、は国家による造林をも

発展させなければならなL、。たとえば，1956年に国家が営造した水土保持林

は200万ヘクターノレで， この年の国営造林面積の 8%であったが，山西省桑

乾河流域の水土流失のひどい地区では， 1952年から56年までに営造された国

営林は8,000ヘクターノレを超え，現在両岸には，相当広い地帯にわたって林の

帯がつくられ，河岸は固められてし、るー

⑤ 封山育林（土人工で幼樹を保護し，人工で森林の天然更新を促進するも

っともよい方法であり，とくに労働力の欠之してし、る水土流失のひと、い地方

では，重要な役割を（立たすものである。この数年来，各省の水源山地では，

多くの林が封山育林で顕著な成果をあげ，たんに水土保持だけでなく，生産

面衆のにも大きな役割をはたしている・ ー。封山育林にあたっては，（口）大

利用している採薪地，牧場を除いて封山する区域を民主的に話し合いできめ

る。 一般的に言 うと，親樹があるか，あるし、は萌芽があり，土壌の比較的よ
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し、裏斜面がよし、。 （b）時おり開封すること，開封する場合は大衆を組織して

採草あるいは，下樹の伐採を計画的に行なうこと。（ c）林木の所有権を明確

にしておくこと，すなわち村が封じたものは村のものとし，協同組合が封じ

たものは協同組合のものとしておく一ー。」

＠ 造林の手本をつくり，先進的な経験を普及することである。この数年

来，各水土保持区ではたくさんの手本をつくり，たくさんの幹部や積極分子

を生んでし、る。造林，育林の手本をつくり，先進的経験を普及したことは，

水土保持林の発展に大きな役割をはたしている － 。」

非常に長文の引用であったが，梁希部長のこの報告は，中国における水土

保持林造営のいままでの経験と今後の方針とを明確に示しているものといえ

る。

なお，全国水土保持工作会議は， 60年にも聞かれたものと d思われるが，現

在われわれはそれに関する資料を入手していなし、。 しかし， 58年に中国で

は，全国のすべての協同組合がだし、たいにおいて，郷単位で合併され，人民

公社に組織かえされたが，人民公社になってからは，し、っそう大きな労働

力が動員できるようになったことと，また人民公社が農業も林業も牧畜業も

商業も工業もすべて統一的に経営することになったため，林業の発展はし、っ

そう急速に進むようになった。このことは58年以降の毎年の造林面積からも

容易に知りうるのであるが，同時に造林，育林の技術面でも，非常に大規模

な方法がとられるようになった。たとえば，甘粛省中部地方の植林では，山

上に数百キロメートノレにのぼる運河を切り聞き，山のすべての傾斜面には，

水平溝を掘って植林するといった，想像さえおよばない大規模な方法がとら

れている。中国の乾燥地帯における植林の方法，砂漠地方における植林の方

法等については稿を更めることにしたい。

（中国研究所）
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