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稲作瀧瓶の農法的性格

一一続 ・稲作生産過程における水の意義一一

永田恵十郎

1. はしがき

私は先に本誌第24号に発表した論文「稲作生産過程における水の意義」のなかで，

抽象的 ・一般的論理操作に導かれた水の本来的機能を労働対象として規定し，併わせ

てかかる本来的機能規定に接近する必要から生じた現実的諸関係への言及として，現

実の生産の場においては，水の「労働手段的効果」も，なお働いていることを指摘し

ておいた。そして，一見二重的ともみえる水の性格 論理と現実との矛盾の統一的

理解を試みる視点を次のように考え，それを先稿の結びとしておいた。

「要するに水のもっこのような効果は，低い生産力段階における人間の自然への対

決の仕方の弱さの反映であり，そしてまた，かかる視点に基づいて，震基底の問題た

る生産力の内容にまで立ち入ってこそ，水のもつ二重的性格の相E関係が明らかにさ

れてくるだろうという点を，こ こでは強調しておきたいのである」

そこで本稿では，先に果たしえなかった以上のような課題に答えるために，まず最

初に濯波方法の具体的内容を歴史的視点から検討する。ついで，そこから提起された

伝統的濯複方法たる湛水港凝が，なにゆえに実存しているかを，「労働手段的効果」と

いう水の技術的実態との関連で論及し，現実の生産の場で，水の労働対象的機能が本

来的な形で発現していない要因を明らかにする。さらに続いて，それらとの関連にお

いて，水利用をめぐる慣行的技術規制の発現根拠についてもふれ，最後に稲作濯減の

農法的基礎についても考察を加えながら，今後の稲作濯殺についての若干の展望を試

みてみたい。

こうした内容からして，本稿は副題にも示しておいたように，未完のままに筆を嫡

いた前論文の続編であり，したがって，以下の叙述もかかる前提に沿って進められて

いることはいうまでもなし、。

2. 濯減方法の諸類型と歴史性

最近における稲作濯淑方法の内容を，全国的な広がりで知りうる資料を欠くので，

ここでは，昭和 8年農林省農務局編『水稲及陸稲耕種要綱』から，当時における濯議
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第 1；表

区分｜蹴し糊｜

岩手（山間部お

1甚指正方法の諸類型（内地諸府県）

滋水港液

A I B I c 

｜一｜宮城，秋田東北｜；諒子しやす｜福島

宮城（一部）
茨城（西，南，｜

1~~~~1 計

I - I 

関東｜鞍｛当fl) 北部） ｜東京，神奈川
栃木，群馬， ｜茨城（中部）
埼玉，千葉 ｜ 

｜石川 福井｜新潟，富山｜

東山 騨）二重，山梨岐阜（美濃，
静岡

東海 （峡北・郡内地愛知，三重（直
方） 矯地方）

京都（山城地方 滋賀，京都，
近畿

の一部）奈良（北 兵庫（多紀， 大阪，兵庫，
奈良（中部地

部山間および吉 有馬地方） 奈良，和歌山
方）

野地方）

岡山（北部）烏根
鳥取，広島，

中国 （出雲山間部，石 島根 岡山
見地方の一部）

山口

｜ ｜徳島，高知（平｜ ｜呑川，愛媛， l ｜ 
四 国｜高知（山間部）｜坦部および海｜ ー ｜高知（二期作｜ 一 ｜ 一

｜ ｜岸地方） ｜ ｜地方） ｜ ｜ 
｜ ｜ ｜ ｜佐賀，長崎，｜ ｜ 

九 州 ｜大分（山間部）！鹿児島 l熊本 ｜大分，宮崎，｜：福岡 ｜ ー
｜ ｜ ｜ l沖縄 ｜ ｜ 

｜ 町｜町｜町 ｜ 町｜町I I町
面積 I 31,460＋α I 254,455 ll .420,529ー αI1,067,722 I 170,85212.945,018 

I (1.6%) I (8.s%) I (47.9%) I (36.3%) I (5.7%) I '(100%) 

（注） I. 同一府県内で2つ以上の類型があり ．それぞれを面積別に区分できないときは，原資料記載面積をー

応主要な類型の方に含めた。

したがってもう 1つの額型の面積は不明であるため一応αとし該当類型の函秘計で±αしてある。

2. 兵庫県は用水の盟宮な年はC照型の滞様方法が行なわれている。

方法を整理してみると，第 1表のようになる。この表は地域ごと，場合によっては農

家ごとに異なる自然的条件，地形，水利条件等との関連で，きわめて複雑な内容をも

っ濯波方法を，以下に示すような特徴的な共通点を指標として類型化したものであ

り，現実の姿は決して単純ではないが，これによると，当時の本田での滋双方法は，

おおむね，次の 4つのFイプに分類できる。

その第ーは．「山間地方及漏水‘ン易キ水回ニ於テハ掛流、ノヲ行フモノ相当ニ多シ」（岩
3) 

手県）「稲山間部ニテハ棚田ノ都合上掛流シノモノ多シ」（島根県）に代表される掛流し

濯殺である。第二は「滋排水ニ対シ特ニ調節法ヲ諮ズノレモノ少ク昼夜ノ区別ナク濯水

シ其ノ深サハ五分及至一寸ナリ」（福島）のごとく，本田期閣を通じて常時溢水の行な
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われる湛水A類型，第 3は「挿秩当時梢深水 トシ，第一回除草以後ハ浅水 トシ，八月中
5) 

旬穂揃期ニ落ス」（秋田）や「苗ノ活着スノレ迄ノ、梢深ク漉液ス／レモ， 其ノ後穂苧前迄ハ

七，八分内外 トシ，出穂期中ハ充分潜水ニ努メ ，爾後漸次浅水 トシテ普通彼岸過ニハ

落水」する山口県等のように，常時滋水ではA類型と共通としながらも，稲の生育段

階に応じた濯排水操作が，それなりに行なわれている点で異なる湛水 B類型である。

そして第4は．「移植当時ハ稲深水 トスノレモ，其ノ後漸次浅水 トナシ，除草当時及土用

中ニハ排水、ンテ稲ヲ強剛ニ生育セ‘ンム1る新潟県や，「挿秩後活着マデノ、深水 トシ，爾

後ハ浅水トナ‘ン，土用頃ハ適宜乾付ヶ，穂字期ョ リ出穂期迄ノ、充分溶液シ，穂ノ梢傾

垂シ:flIレ頃ヨリ 糊熟期ニ至ル迄ノ＼水ヲ田面ニ瀦留スノレコ トナグ，時々 港概‘ノテ常ニ
8) 

土壌ニ適宜ノ水湿ヲ与へ，黄熟期ニ至リテ止ム」（佐賀）等のように， B類型とほぼ同

様の漉排水操作に加えて，土用干の行なわれている湛水C類である。

こうした諸類型の広がりの概略を，第 1表で示した面積別割合でみると，湛水 B,C 

両類型が全体の84%を占めており ，それが当時のわが国の稲作濯複方法の主要な形態

となっていることを知りうる。

ところで，これらの滋波方法を，今日の栽培技術学の常識に照らしてみると，稲の

生育段階に即した濯排水がそれなりに行なわれているというかぎりでは，湛水C類型

が最も合理的であり ，以下， B, A等々のJI頂に不合理な点が強くなっているが，ただ

ここで指摘しておきたし、ことは，最も合理的と考えられる C類型でも，たかだか数日

間の断水が行なわれる程度で，本田期間の大部分が湛水状態におかれているとし、う点

では，潜水A, B両類型と本質的に異なったものではないこと，かつそれは， とりた

て，新しい溶液方法ではなく ，以下にもみるように多分に伝統的な漉波方法であると

いうことである。

いま， C類型にみるような濯波方法の歴史性を，いくつかの農書の記載から検討し

てみると，まずわが国最古の農書といわれる『清良記』には「此水加減，又六月初め

七月未之ニ度之干かげん大切のこと也）」と記されている。また，宝暦頃の出雲地方の

農業事情を伝える『農作自得集』には，「実よろしき田をば，夏の中一日又は三日ほど

づっ，二三度も水をほし，うき草文は水もちなどいえる草の枯るほど干し又水をそ h

ぐぺし，今のごとき田は右ようにおりおり干さずれば，稲の出来やはらかにして取実

少き品）Jとあり ，安永 5年津軽の人中村喜時も『耕作噺』のなかで「陽気強？年土

用干とて田干立つ得者，土地へ陽気の引受強く ，土地にも陽気有市稲若返申つ」と述

べている。

さらに，寛政～文化期頃の湖東地方の農書， 『炭稼業事』も「水の手能回は，土用

中に二，三日水を落し干すぺし。殊に泥田深田陰気のつよき回は，折々水を落して大

陽の通ずる心得専要の事なり）」としている。このような記載は，『菜園温古録』，『農業

家訓｜』，『農家捷径抄』等々にもみえており，要するに天候，水田地力の高低，水利の
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使否等の条件が，それぞれの農書のなかで考慮されながらも，いずれの場合も中干の

肝要なる ζ とをい説ているのである。も η とも，かかる濃排水の操作がどの程度一般

化していたかはわからないが，ともかくも，これらの時代に，すでに中干の必要性を

奨励していた地方があったことはたしかであろう。つまり，今日最も合理的とされる

c類型でも，おそくとも中世末期ないし近世初期以来の歴史性をもっ濯涙方法で為り

その意味では ， A• B両類型をも含めて，わが国の水稲滋波方法は，長い伝統をもっ

て今日まで継承されてきているのである。

以上，長々と滋水港殺の内容とその歴史性について紹介したが，それというのも，

昭和 8年の時点で示きれた濯萩方法の諸類型は，技術的にみてそれぞれなりの合理性

と不合理牲をもちつつも，基本的には常時滋水滋獄という同一範稽に属する伝統的な

濯波方法として性格っ・けることを確認したかったからである。

ところで，このような湛水港殺は以下にも述べるように，その後多少の変化はあっ

たにしろ， 『耕穫要綱』の調査後約30年を経た現在でも，なお一般的支配的な濯波方

法として継承されていることは，最近におけるいくつかの農村調査の事実からもいえ

ることであるが，ではどうして，なお今日そういった伝承的な濯灘方法が存在する意

義と理由があるのだろうか。

この点を考える場合，まず第ーに目を向けなければならない点は，すでに先稿で簡

単ながら問題の所在を指摘しておいたように，水の「労働手段的効果」と溢水漉殺と

の相互関連についてである。そこで私は，まずそういった側面に視点をおきつつ，「労

働手段的効果」と湛水遊殺が， L、かなる事情を媒介として相互に連関しているかを明

らかにし，課題の本質に接近することにしよう。

3. 稲作技術の発展と水の役割の進転過程

j甚水港港正方法と結びついた水の「労働手段的効果」の実存形態と，その現実的発現

の基礎を分析しようとする場合，まず考慮さるべき事柄は，水の「労働手段的効果」

を，水稲栽培技術の発展変化に照らして検討してみることであろう。

なぜなら，水稲栽培技術体系は，個々の技術が相互に必然的な内的関連をもって統

ーされたものであると理解するならば，その構成要素としての個々の技術の発展変化

によって，栽培技術体系の内容変化が必然的に呼起されるであろうこと，したがって，

そのなかで栽培技術体系の構成要素の一つである水の働きも当然影響を受け，連鎖的

な変化を起こすであろうと考えるからである。つまり，かかる論理に沿いつつ，水の

「労働手段的効果」の変化を追跡することによって，それの発現根拠が確認され，ま

た，そのなかでかかる「効果」はし、かなる技術の発展によって代替されうるかも併わ

せて明らかにしうると思うのである。

以下，私はこうした方法によって，滋水港殺と水の「労働手段的効果」の相互関連

を，雑草防除効巣と砕土効果の二側面から検討することにしよう。
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( 1 ) 水の雑草防除効果について

荒井正雄氏の研究結果によると．「滋水港殺は雑草の種類を変えるばかりでなく，量

を甚だ少なくする」，とくに 「浅水の場合には水生雑草の他に混生雑草であるノピエ・

カヤツリ類fi；かなり生えるが，深水にすれば大部分は水生雑草で，混生雑草は僅かし

か生えない」とされている。つまり，水深の相違による土壌中の酸素量の消長から，

雑草の発生生長の様相が変化するのである。ところで， 今日の技術学でも明らかにさ

れている，このような水の雑草防除効果は，古くからの経験としても広く認識され，

j甚水港殺の根拠のーっとされてきたようである。この点について，栽培方法とも関連

させながらやや詳しく例証しておくと次のようである。

ゲ・ゲ・グシチンは稲作栽培の発展過程を，主として灘波方法との関連で，①人工

濯萩を行なわぬ稲作，②不断に湛水せず，周期的に港灘を行なう稲作，③不断に湛水

を行なう稲作，④不断に湛水を行ない移植を行なう稲作等に分類したなかで，周期的

滋淑が常時湛水溶液（ともに撒播または条婚による直播）に移行した理由を，次のよ

うに説明している。

溌淑施設の未発達な段階では，特に 「山の傾斜地においては降水量が一定せず且つ

雑草が非常に多くて困惑し」ていたが，より大きな濯淑水の源泉の調節が可能となっ

てくるとJ雑草の多い土地に湛水を行った場合には雑草の発育を抑圧しうるというこ

とは容易に考えられたであろうから滋水して栽倍することが始ま」った。

また，西山武一教授は，南北朝当時の江南の火耕水鰐稲作法（歳易直播）を「草を焼

き，校を下す，箇は大いに伸び，草は小さく伸びたところに潅水すると，草は死に，

苗は損じない」と解し，これは散播のため除草作業ができずにs 深い滋水によって雑

草を窒息死せしめる稲作法であったとされている。

水の雑草防除効果の典型を以上の湛水殺草i法のなかに見出しうるのであるが，もっ

とも，同じ歳易，直播でも播種方法が異なると，事情はやや異なっている。例えば，

条播という点で江南稲作から一歩前進している准減稲作の除草は，条播によって条聞

に足を入れることが可能となったので，手取除草が行なわれるようになり，滋水殺草

のみに頼った江南稲作に比ぺ，水の除草効果はそれだけ小さくなっている。しかしそ

の場合でも「苗が七，八寸長の時，鎌で水中の陳草を刈って膿死させ」るという点か

らみると，手取除草に水の雑草防除効果が結びっくことによって，除草の目的が果た

されたと考えられる。

このように，江南・准域両稲作の比較からもわかるように，水の雑草防除効果の内

容と役割は，栽培方法の如何によって異なっているのであるが，しかし，江南歳易直

婚稲作で典型的に示された進水殺草の思想は，准河稲作でみた手取除草一一手締法の

出現によって変化しつつも，なお手取除草を補完するものとして，以後における中国

およびわが国の移植栽培技術体系のなかに反映し，継承されてきているのはたしかで
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ある。「回を植えて十日間水を能く持ちぬれば草はえず」という『清良記』の記載は，

そのことを示す一例といえよう。また，中井太一郎が，自分の発明した中耕除草機の

効能を説いたなかで，雑草発生防止と湛水との関係、を次のように述べていることも，

以上の視点を裏づけている。「減水は最も少なく滋き折々表土に日光を透射せしむる益

は，皆確知すれども水の少きには雑草の発生多き故之も防がん為本意に背き彼の我
18) 

田に水を引諺の如く彼我の害を顧みざる多し」。

ところで，湛水と雑草防除効果との関連をみるとき，以上のような直接的な殺草効

果＝雑草発生防止効果と同時に，次のような間接的な効果＝除草補完効果が為ること

も考慮する必要がある。

例えば，西山教授は元の末葉の王禎農書の除草方法を次のごとく紹介している。）

「芸田（草とり）には指に芸爪をはめて国土を掻きまぜ特tヰ長際をドロドロにする」

また，時代と国は異なるが，江戸時代の農書『粒々辛苦録』は除草作業の苦労を伝

えて，次のように述べている。

「高田，浅田，山田などでは折々水潤れて田地干る故竪き事庭の如し。小石まじり
20) 

の固など車取るには指の爪へりて指の先より血を流す」と。

内容はそれぞれ異なっているが，この二つの良書の記載の比較を通じて読み取りう

ることは，湛水によって図面の国結が防止され，手取という低い技術段階での除草作

業を容易にしているとしづ点である。こうした湛水による間接的雑草防除効果＝除草

補完効果は，以後手取から雁爪へ，さらに回転除草機へと除草手段の進歩があったと

はいえ，いずれの場合も除草専門の単一目的の農具ではなく ，いわゆる中耕除草説と

の関連で，除草のみでなく土の反転をも併わせ目的とした多目的的複合作業一一中耕

除草を行なう農具＝道具に止ったため，さして減ずることなく今日にL、たったと思わ

れる。

もっとも，そのことは，手取→雁爪→回転除草機という除草用具の進歩にともなっ

て水の雑草防除効果の変化が全くなかったということを意味してはし、なし、。例えば，

中井太一郎は先の引用文に続いて「然るに本法（田打車による除草のこと一一永田）

は凝水を半減とするも雑草生ずる事なく表土に数回日光を利用するの効大にして其減
22) 

せし水は皐災地助かるの益あり」と述ぺ，除草用具の進歩によって，潜水による殺事

効果の役割が従来に比ぺ減少し，土用干もできるようになり，またそれだけ用水も節

約できる可能性を生み出してきたことを説いている。この点，本稿の主要な課題の一

つである水の「雑草防除効果」と新技術との代替関係を考えるうえで有力な視点、を与

えてくれてもいるが，しかし，それにしても，その除草機が除草を単一目的としたも

のではなく，中耕除草機で為ったので，湛水によって土壊を柔軟にする必要があった

こと，したがって，またその能力も例えば，手取除草で補完しなければならない程度

に止ったこと等から，中耕除草作業を助ける水の役割は，なお依然として必要であっ
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たのである。したがって，中耕回転除草機の開発も，濯排水操作に一定の変化を与え

たとしても，港水j産税を質的に異なった溌波形態に，いし、かえると，水の雑草防除効
23) 

果に代替し，それを不必要とするような新技術ではなかったのである。

要するに，水の雑草防除効果には，湛水による直接的殺草効果＝雑草の発生防止に

よって，人間労働による除草を補完することのほかに，中耕と結びついた多目的的複

合作業としての除草作業を容易にするということも，その内容として含まれており，

それらは旧くからの経験的，伝承的原理として，現在もなお，稲作溶液技術を性格っ・

けていると考えられる。しかし，それは主要には，除草を単一目的とした，効果の高

い本来的除草手段が未発達であること， しかも，中耕除草という多目的的複合作業と

の関係、で，従前の除草用具自体の機能も未分化であること，そしてまた水田の土地利

用が水稲連作で，例えば，田畑輪換等のごとく，雑草の発生を抑えるような土地利用

の行なわれていないといった技術段階に照応して，とりわけ，要求されてきたものと

判断しうるのである。

いま，以上の点について若干の事例を手掛り にしながら，なおしばらく検討してみ

ると次のようである。

大正末期頃，兵庫県明石，加古郡一帯にー老疫の創案になる「乾田稲作法」と呼ぱ
25) 

れる栽培法が相当面積（少なくとも 100町歩）普及したことがある。その特徴は，稲

の生育段階に応じた濯排水を行なう点にあり ，苗は畑苗代，挿秩期には漉水するが，

その際の土練りは固く禁じており ，以後 3～ 5週間は水田は乾操にまかせ，穂qz期以

後は一般稲作と同じく潅水を続けるのである。この稲作法は漉排水の面からみると，

きわめて合法則的なものであったが，しかし，手取除草がなお支配的であった当時で

は，潜水中止時の除草作業に困難が多く， 結局， 数年後には衰退してし、く。 水の雑草

防除効果に代替するような，より高い除草技術に裏づけられていなかったからであろ

う。

一方，まだ普及をみていないという点で，やや現実性を欠くが，近年研究が進めら

れてきた「節水栽培法Jは，濯排水の方法では「乾回稲作法」と多くの共通点をもっ

ているが，漉水中止期間の除草の困難性は，畜力，機械力，除草剤等の導入によって

解決しようとしている。つまり ．「乾田稲作法Jが当面した水による雑草防除効果と合

法則的な濯排水との矛盾を，能力の高い本来的除草手段の導入によって解決しようと

する発想である。

こう した諸点からして，水の雑草防除効果が栽培過程で果たす役割は，それに代替

しうるような除草技術（除草機械，除草剤等）の開発，実用化によって後退し縮小し，

生産手段としての水の機能も，労働対象たる水稲に消費され，その生育を促進する補

助材料としての本来的姿に単純化され，したがって，また，その限りにおいて，常時

潜水港殺の必要性も薄らいでくるであろう等の展望を引し出しうるのである。
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( 2) 水の砕土効果について
26) 

『会津農書』が「山田郷田共に植代は水を多掛て泥の水の様になる迄かくべし」と
27) 

述べ，また『耕作噺』に「水加減能すれば土能粉なれ，土の泥格別よし」とゐるよう

に，水田作土の砕土に充分な用水の補給が必要なことは，現在でも基本的には変わり

はない。

こうした水の砕土効果が要求される理由については，結論的にいうならば，それは

前段で述べた雑草防除効果とほぼ同様の視点から考えることができる。すなわち，先

稿でも引用しておいた「田植前の整理作業も，もし水がなかったら，現在の貧弱な
28) 

農具をもってはほとんど不可能」としづ知見からもわかるように，この効果は労働手

段，とりわけ耕転用具の力能一一ー砕土能力が，かかる水の働きの援助をうけなければ，

その本来の機能を果たしえない程度の低い段階に止っているという事情と結びついて

いるからである。かかる点からして，ここでは水田の耕転整地の作業方法の事例を中

心にしながら，そのことを検証してみよう。

「用水不充分ナノレカ或ノ、渉透性強キ土地ハ代償ノ直前代鋤ト称シテ更ニ鋤キ返シ，
29) 

国土ヲ泥状ナラシムノレヲ普通 トス」と『耕種要綱』が伝えるように，兵庫県下の溜池

地帯では水稲植生上の要求と相反した入念な本田耕転整地一一国務え作業が，水利用

における一種の共同体的技術規制jとして行なわれていた。具体例をあげると次のよう

である。

【加古郡旧母里村の場合】

一一 一一、 ／水鋤＼麦跡田一一谷合せ一一施肥 塊返し 濃水＼割回／畦廻り一一荒代一一纏代

一一回植

【加西郡旧九会村の場合】

O第 l日目の作業行程

麦跡国一一施肥一一濯水一一谷合せ一一塊返し一一畦廻り一一荒代一一割うね

0第2日自の作業行程

（割うね）一一割返し一一施肥一一代かき一ーならしーー田植

この地方の農民の言によると，かかる こと細かな田裕え方法は，海水状態のなかで

土を入念に鋤返すことによって，土壌をやわらかく砕土して保水力を強め，もって用

水量の節減を狙っているとされているが，しかし，その底には鋤，馬鍬等の労働手段
30) 

の耕転整地能力の問題がひそんでいるようである。すなわち，別に論証したように，

かかる国情え方法は，近年次第に崩れてきているが，その過程を労働手段の変化と関

連させてみるとき，砕土能力の高い自動耕転機，水田ハローの導入が，それの崩綾，

簡略化を促進させた契機のーっとなっている。このことは．「田植を容易にするための

しろかきの必要回数は，土壌の性質，しろかき前の土捜の状態p 作業機の種類などに

よって異なる…土を柔くする能率の高い作業機は一般にかくはん能率の高いもの
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で，動力耕転機がもっとも能率よく，ノクワで十分に土嬢を柔らかにすな」という知

見からもうなずけることであるが，要するに，上記のような慣行的回務え方法の弛緩，

崩壊の過程は，同時に従来の鋤・馬鍬段階で，水の浮力を利用して行なわれた土壌の

捜持，砕土の効率化一一水の砕土能力の役割が，より捜梓，砕土能力の高い自動耕転

機，水田ハロー等によって代替されていく過程でもあったのである。

ところで，かかる回搭え作業の性格は，この作業行程の終結点とみなしうる代かき

作業に典型的にみられるように，中耕除草作業の場合と等しく ，多目的的複合作業と

して把えることができる。例えば『耕作噺』では，代かきの効果を説いて次の三点を

あげている。

「撹泥の能すれば，第一稲の根付よく稲葉枯せず稲黒葉付早くなり生立よく ，冷気

にも負ず出穂早く稔入よし，第二稲よふ栖よく穂大に而成近く取穀多し，第三田草立

ずして草切に人手間入らず ， 回粉なしかき泥め人馬の費を草切に取返すもの~）J
こうした効果は5温，土壌，施肥方法等々の諸条件との関連で，時代的に地域的に

変わってくることは，勿論であるが，しかし時代は下って， 1950年関東東山農業試験

場農作業研究室が実施した代かき目的のアンケート調査をみても，やはり代かきの目
34) 

的は単一でなく複合的であるということを確認できる（もっとも『耕作噺』で説かれる

目的効果とは内容的に異なっている点もあるが）。

このアンケートは，代かきの目的として，田植，均平，肥料混和，活着，水もち，

雑草防除の 6項目をあげ，全国 1,245戸の農家に対して，この 6項目の順位をたずね

たものであり，第 2表はその集計結果である。地域ごとに順位は異なりつつも，代か

きの目的が多様性をもっていることをこの表から読み取りうるのである。

要するに，かかる複合的な諸目的を代かきという同一作業行程のなかで，砕土・携

持機能の低い耕転用具を使って同時に達成しようとするところに，入念な回第え方法，

ないしはそれを助ける水の浮力を利用した砕土効果が要求され，かっ行なわれてきた

第 2-1表 シロカキ目的の順位 ；全国

位｜合 言十

均 I 281 I 256 I 1 86 I 1 91 I l 7 4 I 
1, 173 

平（23%) (22%) (16 % ) (17 % ) (15 % ) (7%) (l 00%) 

活 I 253 I 202 I 225 I 21 6 I 180 I 
l, 156 

{;・ (22) (17) (20) (19) (16) (6) (100) 

回 I 234 I ”I l 91 I l 7 5 I l 70 I l 64 I 
l, 153 

植（20) (19) (17) (15) (15) (14) (100) 

肥 I 212 I 292 I 244 I 加 I 146 I 
l, 165 

料（18) (25) (21) (18) (12) (6) (100) 

水も I l l l I 118 I l 68 I l 89 I 230 I 319 I 
l, 135 

ち（10) (10) (15) (17) (20) (28) (100) 

除 loo I 149 I 176 I 228 I 397 I 
1, 149 

(9) (9) (13) (14) (20) (35) (100) 
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第2 2表 シロカキ目的の順位 i地域別

｜調査戸数｜第 1位｜第 2位｜第 3位｜第 4位｜第 5位｜第 6位

北海道 24 均 平 R~ 料

東 ゴヒ 183 R~ 料 田 植

関 東 671 活 着 均 平

中 部 363 回 植 均 平

西 部 49 均 平 回 植

（出所〕 山崎不二夫，『νロカキの研究』 p.13より。

（注） 括弧内は比率。

水もち 活 着 回 植 除 主草

活 着 水もち 均 平 除 草

月巴 料 田 植 除 !f 水もち

肥 料 活 着 水もち 除 草

水もち 活 活－ 月巴 料 除 草

根拠があり ，それは同時に湛水濯瓶を条件づける要因の一つでもあったと考えるので

ある。

( 3） 小 括

先稿も含めて，今迄の分析のながで明確にしえた点は，水の本来的機能を補助材料

と規定する論理的結論と，一見矛盾するかにみえる水の「労働手段的効果」は，もと

もと耕転手段・除草手段の発達の低さに照応し，それを補完する役割であり ，したが

って，かかる「効果」なくしては，さしあたり稲作生産を行ないえないとし、う生産力

の性格と水準が基本的根拠となって，現実の生産の場で要求されているということで

あった。しかして，またかかる水の「効果」は滋水状態のもとで，最も効果的な発現

が期待しうるという事情が，逆に常時j甚水滋殺を伝統的な溶液方法として条件づけて

きた技術的要因でもあったのである。

要するに，水の「労働手段的効果」はJ総じて技術水準の発展と関連しつつ変化す

るわけであり ，この「効果」の役割は，それに代替しうる本来的生産手段の発達によ

って減少し，複雑な水の働きは，機能的に単純化され，労働対象という本来的姿によ

り接近していくことになる。つまり ，以上のような技術的実態のなかに，本来労働対

象であるべき水の役割lを特殊化する契機がひそんでいるのである。

ところで，かかる結論からみると，先稿で紹介した経済学者の諸見解は，次のよう

な諸点からして，それぞれ不十分さと誤りを含んでいたといえよう。

すなわち，ウイットホーゲノレ，小池，近藤教授等の見解は，水の本来的・論理的機

能を規定した点では正しかった。しかし，生産の場での水の複雑な働きが考慮、の外に

おかれ，1甚水港殺の技術的必然性が明らかにされなかったとしづ意味では片手落ちで

あった。
35) 

労働手段説をとる岩片教授の場合は，それとは逆に，水の本来的機能を論理的に吟

味することなく ，単に水の役割の現実的形態の考慮のみに止った。したがって，労働

対象と労働手段の判定基準も，水の作動様式のみに求め，労働過程における水の姿態

転換に目を向けなかったという点で，論理的に混乱した結論を引き出されたのである。
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さらに，労働手段，労働対象併有説をとる金沢教授は，水の複雑な性格を一応明瞭

にされた点では一定の意義はあった。しかしながら，それもあるという併列的な意義

づけに止札労働対象的機能と「労働手段的効果」の相互関係を明らかにしえず，し

たがって，水の二重的性格を生み出している基本的要因も明らかにしえなかったので

為る。

4. 水利用における慣行的技術規制と水の 「労働手段的効果」

いままで考察したような，水の雑草防除効果と砕土効果は，慣行的水利秩序による

水利用方式と結びついて，水利共同利用組織による個別農家の稲作技術のこと細かな

規定一一いわゆる一種の共同体的技術規制jを生み出す技術的要因ともなっているよう

に思われる。

ときと ところによって，それぞれその内容は異なっているが，回捺え作業方法，除

草作業方法等が，一連の水利用方法とともに，水利共同利用組織によって，慣行とし

て定められてきていることは，政村調査のなかでしばしば見聞するところであり ，特

にそれは， 利用可能用水量の制約がきびしい溜池地帯に多いようである。かかる慣行

は，普通，水利共同利用組織構成員の集会等で毎年申合わせ的に定め，それが慣行と

して引さ継がれていく場合が多いが，ところによっては，文書によって明瞭に規定さ

れている場合もある。次に掲げる兵庫県旧明石郡岩岡村（現神戸市岩岡町）所在のポ

ンプ池関係の規約書は，その数少ない事例の一つであるが，溜池を媒介として形成さ

れる水利社会の諸慣行が具体的に明示されているので，長文を厭わずにその全文を掲

示しよう。

大正 5年 5月 1日起

第 1・第 2 ポンプ池関係規約書

明石郡岩岡村内岩岡村字天ヶ岡ポンプ池関係者

第 1条 当村第 い 第 2ポンフ・池及該池漉獄図地ニ係ノレ水利取締ノ為規約ヲ設ク，

左ノ事項ヲ関係者一同照ク守ノレベキ事

第 2条 ポンプ池第 1・第 2ノ区別アノレモ濯萩区域ヲートナシ第 l・第 2ノ区別ナ

ク養水ノ、一定ニ使用、ノ当池ニ係ノレ工資及ソノ他ノ費用ハ一定ニ負担ヲ受クノレコト

第 3条 第 1・第 2ポンフ・池堤坊ニ生育スノレ雑草ハ毎年牛馬飼養ノ為天ヶ岡村及印

路村ノ一部ニ於テ適宜使用スノレモノナリ ，但シ該条ノ、ポンプ池二ヶ所ヲ築造ノ当

時山田川水利組合管理者山田知秀殿ニ差出シタノレ願書ニヨノレ

第 4条 ポンプ池二ヶ所ノ関係者ヨリ総選挙を以テ 1：名ノ池総代ヲ置キ関係者事務
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ヲ処理スノレ，但池総代ハ池ノ地元関係者中ニ限ノレ

第 5条 ポンプ池 2ヶ所ノ関係者総選挙ヲ以テ 5名ノ水利委員ヲ置キ池総代人，事

務ヲ補佐シ，水利上及ソノ他ノ事ヲ詳論ス

第 6条 ポンプ池 2ヶ所ノ関係者総選挙ヲ以テ 2名ノ池守役ヲ置キ該者ハ大風雨ハ

勿論普通天候ト難モ当池ニ対シ危険ノ恐ナキ様昼夜当池ニ対シ注意ヲナスコ ト

第 7条 ポンプ池 2ヶ所ニ対シ 2人の水入役ヲ関係者選挙ヲ以テ定メ該水入役ノ責

任ハ植付日時ョリ濯萩田地落水スノレ季前ニ該地域ヲ二分シ養水使用中ハ受持区域

田地ニハ昼夜ノ別ナク養水ヲ公平ニ取扱，他ニ放水セザノレ様注意ヲナスコト

第 8条 ポンプ池 2ヶ所ニ対シ一滴ノ水Fリトモ引水スノレ事及少・ンノ水ト難モ他ニ

放水セザノレ様役員外ト錐モ関係者一同注意ヲナスコト

第？条 ポンプ池 2ヶ所ニ対シ大風雨ノ際非常危険ヲ生ジタノレ時ノ、関係者ヨリ防行

物品ヲ徴集スノレコトアノレベ・ン，該物品代金ハ役員ニ於テ無洩記帳ヲナシ当池入費

計算の節支払スベシ，但シ毎年非常防行用トシテ抗，縄，土俵用q入等ヲ見積、yテ

一定ノ場所ニ定メ置クコト

第10条 役員の任期ノ、池総代人及水利委員並ニ水入役ニ至ノレマデ満四ヶ年ト定ム，

任期中ト難モ不当ノ所意アノレトキハ解役スノレコトアノレベシ，コノ場合ノ、総会ヲナ

サズ池総代及水利委員ニ於テ補欠選挙ヲナシ後任者ヲ定メ追ッテ総会ニ報告スノレ

コト，但シ選挙ニ当リ前任者ヲ再選ス／レモ妨ゲナシ

第11条 ポンプ池二ヶ所に係ノレ工事ハ関係者総会ヲ関キ決論ノ上工事施行スノレコ

ト，但シ lヶ所ノ工費15円未満ノ、池総代人及水利委員ニ於テ適宜施行スノレモ妨ナ

シ

第12条役員ノ給料及報酬ハ毎年総会ニ於テ決議ヲ以テ玄米又ハ金額ニテ定ム，但

シ水入役ノ給料ノ、玄米ニ限／レ

第13条毎年植付時期に当人植付日時及歩合ヲ定ムルニハ池総代人及水利委員並

ニ関係反別 8反歩以上ノ関係者外ニ池守水入役会合ノ上此ヲ定ム

第14条毎年植付初日ヨリ植付終日迄関係者中濃萩反別 8反歩以上ノ者ヨリ加番役

トシテ 4名ヅツ毎日交代ヲ以テ国務へノ現場エ耕掻ノ善悪ヲ監督スノレFメ巡視ヲ

ナスコト，但該加番役ノ、相当ノ日当ヲ支給ス

第15条 白務ハ図形ノ大小ヲ不論畦耕ヲ四方8回耕キメ粘リ中耕ハ 4回ニ耕キ，代

掻ハ十字掻又ハ廻リ事1lニ好ク掻並スコト

第16条 水塊返シヲナシタノレ団地ニ限リ畦耕ノ、四方8回耕，中耕ノ、谷合耕ヲナスモ

妨ゲナ‘ン，代掻ハ15条ニ同ジ

第17条 第15条，第16条ニ定メアノレト難モ加番役又ハ水入役ノ見込エテ水引極悪シ

ト認メ Fノレ田地ノ、該役員ノ指図ニ従イ国務エヲナスベシ

第18条 因子存ェニ当リ養水ヲ入レF翌日国務ヘスノレ事ハ決、ンテ許サズ水入レタノレ上

ノ、必ズ当日国務へヲナスコト，代掻丈ハ翌日ナスモ妨ゲナシ
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第19条 回搭ェ及植付後養水／使用ハ地主又ノ、小作人ト雄モ水入役ノ外ハ勝手ニヨ｜

水スノレ事一切不許，引水必要ノ場合ハ加番及水入役ユ申シ出引水ヲナス，勝手ニ

引水ヲナシFノレ団地ニ限リ養水ヲ遮断ス，但シ除草ハ植付後10日以内ニ必ズ壱番

草取ヲナスベシ

第20条 苗代田ハ関係池ノ樋ヨリ 30間迄ノ団地ニ限ノレ関係団地ト難モ延長，新田地

ニ苗ハコド許， 申シ合セノ上池ノ樋座近キ団地ニ於テ共同苗代ヲナス事， 30間以上

ナノレトキハ池総代及水利委員ノ検査ヲ要ス，但池ノ水ヲ用イズ自分ノ井戸又ハ堀

ニテ苗代水ヲ使用スノレ苗代ノ、コノ限リニアラズ

第21条池総代人ハ入費及人員帳ヲ作リ水利委員立会ノ上支払計算ヲナシ毎年総会

ニ於テ報告スベシ

第22条 植付後自分団地ノ畦畔ノ外，他人ノ畦畔ニアノレ青草ヲ刈取ノレ事一切不出来，

万一刈取シタノレ者ノ、翌年間植ヲ未尾ニ廻ス，亦畦畔ニ於テ牛馬ノ引飼ヲ一切許サ

ス

第23条第 l・第 2ポンプ池通水ノ Fメノパノレプ用ノ鍵ハ池総代人ニ於テ保管シ通

水ノ時ハ役員立会ノ上使用スノレモノナノレモ他ノ、一切他人ニ渡サザノレコト

第24条毎年春ノ野日ト夏土用中二度ニ滋語疑問地養水溝淡工ヲ行7コトヲ定人関

係反別壱町5反以上ノ所有者人足2人目 l町 5反歩以下ノ者ハ l人ヅツ三ツ道具

及ピ鎌等ヲ弁当持参ニテ出役イ Fスコト，人足賃ハ支払イ致サズ。但シ他ノ町村

ヨリ所有セシ関係者ニ‘ンテ出没無比者ニハ弁当賃銀ヲ徴収スノレコト，又小作人ヲ

シテ出役アリタノレ者ハ賃銀ヲ徴収セズ

第25条若シ素リニ規約ヲ破リ或ハ錯乱セシ関係者ハ総会議ニ於テ謝罪ノ処分ヲナ

スコト

〔附則〕

第26条本規約ヲ変更セントスノレトキハ関係者 3分ノ 2以上ノ同意ヲ要ス

この規約は，ポンプ池が築造された大正 5年以来， 当池関係者の農業を貫いてきた

水利用をめぐる社会的提であり，また農業生産を慣行水利秩序の面から規制する生産

の錠でもあった。その意味からして，この規約の内容は溜池の共同的水利用を媒介と

して形成される水利社会の性格を考えるうえで，いくつかの新しい視点を与えてくれ

るが，その分析は他日にゆずるとして，さしあたり，本稿の課題と直接関係のある点

のみをあげると次のようである。

まず特徴的な点、は，第15・16条に示すように，主として漏水防止上の配慮から，回

祷え作業の方法がことこまかに定められ，稲作技術の内容を規定し，作業並に肥培管

理のあり方を慣行的に体系づけており，さらに18条では，引水後に上記諸作業を実施

する作業行程をも時間的に規定している。また19条では，中耕除草作業を入念に行な

い，土壌をねるという目的から，植付後10日以内に必ず 1番除草をしなければならな
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いことになっている。しかして，以上の諸点を含めて，規定を守らぬ場合は配水は停

止され，事実上稲作生産は不可能となる。

ところで，かかる規制は従来の通念からすると溜池社会の共同体的性格の表現とし

ての稲作技術の固定化であると理解されてきたのであるが，生産力的視点からみた場

合，かかる規制jを必然化せしめた，より基本的要因は，溜池の施設機能の内容にある

ように思われる。

この点について，やや詳しくふれておくと，水源施設としての溜池は，河川｜と異な

りそれ自体自立的であり，一つの完結的機能をそなえている。このような施設機能の

特色との関連で溜池濯殺の場合は，一定の物的限界を示す供給可能用水量を，稲作濃

萩期間内にし、かにして持続的に，かつ公平，平等に全関係水田に配分するかというこ

とが，溜池固有の用水配分方法を成立せしめる先行的，基本的契機となる。L、L、かえ

ると，濯渡期間中に限られた用水量を全水田へ持続的にかつ公平，平等に供給するた

めには，特定個人の“ぬけがけ”的な引水を規制し，また全員に等しく節水への労力

を強制しなければならず，そのような必要性を媒介として，上述したような内容の規

約が生まれたものと思われる。このような溜池の特殊的機能を背景とした，公平，平
36) 

等を基調とする用水配分の原理は，他面では個別経営の自由な発展を水利用の面から

制約し，生産力構造を特殊的に性格づけ，したがって，水利用をめぐる特殊な生産関

係の存在を支える一条件ともなってくる。

このような点から，溜池用水の配分原理と個別経営の自由な展開とのこ者対抗的関

係の技術的側面は，稲作技術の固定性にあることになるが，しかし，かかる事態の直

接的要因である作業方法，作業行程の規定の必要性は，単に公平，平等な配水原理と

関係する節水・漏水防止の視点からのみの一般的説明だけで十分であろうか。結論的

にいうならば，手ムは今日の技術学の常識からみて，必要以上のこと細かな，入念な作

業規制は，上述のような配水原理に，いままでくりかえし述べてきた労働手段の発展

水準の低さとし、う事情が加重されて必然化し，再生産されてきたのではなし、かと考え

るのである。

つまり，先の田裕え慣行の弛緩，崩壊の過程でも明らかにしたように，能力の低い

耕転手段体系のもとで，公平，平等の配水原理の具体的表現のーっとしての漏水防止，

節水等をはかるには，どうしても規定されるような内容の作業方法が必要であったと

思われる。ポンプ池関係地域でも，自!IJ)J耕転機の導入が進んだ以後では，第15・16条

の規定は次第に空文化しつつある事実からもそのことは裏打ちされよう。土粘りを併

わせ目的とした第19条の中耕除草の規定についても，事情は同様である。

要するに，以上みたような性格と目的をもっ技術規制が，個別経営の技術のあり方

に作用する程度は，耕転手段，除草手段等の発展水準によって規定されるのであり，

それらが未発達な段階での技術規制は，最もはなはだしく個別技術を制約することに

なるだろう。と同時にこのことから，稲作技術を固定化する水利規制lを，その内部か
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ら変容する技術的基礎の一端をも展望しうるのである。

5. 湛水道殺の農法的基礎

いままでの叙述のなかで検討した水の「労働手段的効果」の技術的根拠は，それが

以下に述べるようなわが国の農法を性格づける技術的要因とも強く結びついていると

L、う意味において，深い内容をもっている。

熊代教授は日本・東アジア農法を近代の輪栽式農法との区別を「近代輪栽式は畜力・

機械耕段階に立ち，畜力 ・機械縛耕に支えられる。日本東アジア農法では人力中耕

二手持耕に支えられ，そのま詳体系は未展開である」と定式化し，それを次のような関

係において説明される。

「東アジア投法の本源が華北の乾地・畑作品主法にあり，その支柱は広汎な手将耕で

ある。この歴史的に早発・初次的性質は，爾後江南・朝鮮 日本に展開した水田農法

をも規定する特質として挙げられる。けだし，乾地・無1産税農法にみられる手縛耕の

支柱は，その基底に型耕体系の未展開がある 。水田遊淑農法においては，潅殺水

のもつ土壊の粉砕作用等は，そのかぎりでは耕転に代替する。この意味では水田遊班

長差法のこれまでの発達は裂耕体系の展開を阻止してきた。手播・手蒋耕がより広汎に

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一一手
38) 

縛耕は水田農法においてその極致に達するといえよう。」（傍点一一永田）

このように社会的要因としての隷農制を暫く描けば，乾地畑作農業に起源をもっ手

縛耕一一型耕の未展開は，I護活正水のもつ土壌の粉砕作用一一水の砕土効果と結びつい

て， 1穫殺俊業にも再版され，水田農業を農法的に性格づけるというわけである。

ところで，農法を技術的に性格づける型耕の未展開と水の砕土効果とにみられる関

連性ば，水の雑草防除効果の場合でも，ほほ同様に考えうる。すでに明らかにしたご

とく ，この効果は除草手段の未発達な技術段階での労働過程で，とりわけ要請される

第 3表 プラウによる深耕の雑草発生抑制効果 。｜｜延・加藤， l959) 

前年除｜ 卜＼種｜イヌ｜ ｜メヒ｜ ヤツ｜ ｜ l 使 用 機械 I－－－－－...世｜ ｜アカザI.. I ｜その他｜計
草時期｜ ｜耕渠 ~I flデ ｜ ｜／ハ｜リグサ｜ ｜ 

(cm) 

358 1 1,26~ 1 l ,88 l I 3,710 

1日 26113述ディスクプラウ 63 33 39 24 27 186 

ロータリ－ t!f転機 17 806 195 414 13 19 1,047 

月耕起 せず 72 116 1,869 20 

7 I 2巾 ディスクプラウ 24 7 6 64 17 14 108 
l日

ロ－ fl リー耕転機 17 6 5 1,024 13 12 1,060 

（注） 表内の数値は50×50cm中の発生本数。
（出所） 川延・三枝；『大型トラクターとその利用』 p.265より。
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のであるが，ここでL、う除草手段の未発達ということには，既述のような除草を直接

目的とする除草剤，除草用具の未発達のほか，耕転手段の未発達とし、う点、も併わせて

含まれている。そのことを，畑作の試験成績ではあるが第 3表でみてみると，雑草種

子の分布の多い上層の土壌を下層に入れる反転耕は，耕土上層だけを俊持する捜伴耕

（ロータリー耕）に比べ，明らかに雑草の発生が少なくなっている。つまり， トラク

ター耕や二段耕のごとく反転能力の高い労働手段は，単に深耕の効果のみでな く， 雑
39) 

草発生の抑制とし、う点でもすぐれているのである。

だとすれば，十分な除草効果を期待するには，直接的除草手段の発達と同時に，反

転能力の高い耕転手段の発達も考慮されなければならないことになるだろう。しかし

「日本では明治中期にいたり松山梨をはじめとする水田型の改良がみられるが，いま

だ近代型の域に達しない。近時の自動耕転機も本質的には 『斉民要術』のローラ耕と
40) 

さほどの差はないとみられないか」といわれるような現状では，粉末王過程での雑草抑

制の効果は期待しえないのが普通であろう。 水田哀・作麦の場合ではあるが，自動耕転

機耕は，土壌をかきまわすので二段耕による深耕より雑草の発生が多いとしづ指摘は

それを示している。だとすれば，直接的除草手段が未発達ということのうえに，耕転

手段の深耕 ・反転能力も劣っているという点が加重されるため，除草問題の矛盾が，

より拡大，激化され，したがって，また溢水滋淑による雑草防除効果の補完の一層の

必要性も生まれるものと考えられる。

以上の相互関係を図式的に示すと次のごとくであり ，要するに，水の砕土効果と直

接的に関連する型耕体系の未展開は，他の側面では，水の雑草防除効果を必要ならし

める技術的要因としても働いているのである。そして，かかる諸関係の総体と しての

特殊な生産力構造が東アジア ・日本の水田農業を，手縛耕を支柱とする湛水港凝康法

として性格づけることになろう。したがって，多目的的複合作業と結ひ．ついた水の「労

働手段的効果」と，農法の特徴的一側面である滋水溶概との関連の深さは，一連の技

術の発展段階によって規定されてくることにもなる。

( f浄土能力低い一一水の砕土効果の必要性）

型耕体系の j ↑ ↓ l田植を前提とした
未展開1反転能力が低く 水の雑草防除効果の必）湛水港紙の必要性

l雑草発生の抑制が困難要性 ) 

このような理解からみると，水の労働対象的機能と「労働手段的効果」は，総じて

農法の発展段階によって，その内容の関連が異なってくるように思われる。つまり，

家畜における三つの機能；①役畜的機能，②用畜的機能，③厩肥的機能，の重点が，

封建的な主穀式 （輪図式）農法においては①および③に，近代的な輪栽式農法におい
42) 

ては，②および③へと移行し，家畜の多目的的機能が次第に専門化されてきたことと

同じように，生産過程における水の二重的性格も，生産力の特殊な内容を媒介としな

がら，決定的な変革をみないままに今日まで継承されてきた，水田農法の質的転換に
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対応して単純化されるのではないかと考えるのである。その場合の技術上の主導的要

因が，耕転体系の近代化にあることはいうまでもなし、。

かかる点からして，日本ないし東洋農業の農法的性格を，いわゆる「水の論理」の

みによって解明しようとする見解は，ウイットホーゲノレに典型的にみるように，水を

めぐる諸関係と生産力の停滞性を固定的に抱える結果になることは自明である。その

意味からしても，水と農法との相E関係を明らかにし，その変革の個有の道について

の展望を打ち出そうとする場合には，現段階において，生産手段としての水が生産力，

ないし農法の性格を規定している特殊的契機の内容こそが問われなければならないの

である。

6. 若干の展望一一むすびにかえて

以上のような理解からすると，近年唱導されているトラクタ ーを基幹とする大型機

械化，およびその前提としての生産基盤整備は，潜水濯措正農法の今後のあり方を考え

るうえで注目すべき内容をもっていると考えられる。 例えば，大型機械化一一耕地区

画の拡大によって，湛水港殺では水深の均一化が困難となり，闘場各部における用水

の不均等配分を助長するので，畑作における溢流滋殺の採用やそれに即した水利諸施

設の改善が考慮、されるなど，港排水の組織，操作の変更が必然化するようになるから
43) 

である。つまり，水の役割を特殊化し， !flk法の’性格を特徴っ・ける技術的契機は，以上

のような生産基盤の整備を前提とし，耕転手段の近代化を軸とした一連の技術体系の

変革を媒介としながら後退，消滅し，それを通じて，例えば，水稲乾田直播，あるい

は節水栽培等の新技術体系を内容とする新しい農法一一質的に新しい性格をもった生

産力構造への転換を展望，予測しうるのである。

~後に， 以上を土地投資の経済的内容の側面から把えるならば， それは土地そのも

のの機能を直接的に変化させるような土地改良，つまり ，差額地代第一形態追求的な

土地投資というよりは，むしろ，農業資本構成の高度化，資本そのものの能率化とい

う臓をもっているものと理解され2。その意味からすれば，生産力構造の変革を媒

介とした今後の農法転換と土地改良投資の経済学的性格との関連が検討されなければ

ならないが，しかしその詳細な考察は，大区画圃場のもとでの大型機域化進展の現実

性とその限界の検証とともに，本稿の範囲外の問題である。

（引用注）

l ）永田恵十郎，「稲作生産過程における水の意義」，『水利科学』第24号， P.31. 

2）農林省農務局 ，『水稲及陸稲耕種要綱』 ，P.51. 

3）前掲 2) P. 616. 

4）前掲 2)P. 109. 

.5）前掲 2) P. 85. 
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6）前掲 2)P. 686. 

7）前掲 2) P. 223. 

8）前掲 2) P. 223. 

9）入交好惰編著，『清良記』，『親民鑑月集』，P.121. 

10）小野武夫編，『近世地方経済史料』第 6巻， P.368～369. 

11）前掲10) 第 2巻 P.317. 

12）小野武夫編，『日本農民史料衆粋』第 6巻， P.446. 

13）荒井正雄，『田畑の雑草防除と除草剤』，P.41. 

14）小原謙一，『ソ連の農業技術』， P.299～305. 

15）西山武一，「斉民要術における准域稲作の実態」 『鹿児島大学農学部学術報告J

第 3巻 P.165.並びに西山 ・熊代訳『斉民要術』上巻， P.105～331. 

16）前掲15)P. 166 

17)前掲 9)P. 119 

18）『山形県農事試験場史』 P.33，ただし引用は『日本農業発達史』第 4巻，P.295に

よる。

19）西山武一，「中国における水稲農業の発達」，『農業総合研究』第 3巻 1号， P.154. 

20）小野武夫編，『日本農民史料衆粋』4巻， P.113. 

21）飯沼次郎氏の御教示による。

22）前掲 18)P. 33. 

23）野島数馬氏は，江戸時代以降の中耕効果説の内容を，中耕にともなう地水温，土

壌の PH,Eh価，ガス量特に酸素， NH3-N虫などの変化，除草の効果，断根によ

る養分吸収 ・生長の変化等に整理したうえ，室内 ・闘場実験等でそれぞれ検討し

たところ，中耕は脱窒防止作用と除草および雑草発生防止の三作用の効果はある

が，他については在来の諸説のいうような効果は，ほとんど，あるいは全く認め

られないことを確認された。

このうち，脱窒防止作用も，回値後10日目頃以降では，ほとんど消滅する点か

ら，全層施肥による脱窒防止の方が合理的であり，結局中耕の効果とは，土壌の

反転後梓の効果ではなく，除草と雑草発生防止の効果であったと判断し， 「雑草

の発生が実用的に無害の段階まで抑制され，かつ，肥培法が改善されるならば，

中耕は全く不必要な作業として水田から完全に排除されるであろう」と主張され

る。

また，除草用具の発達との関係では「中tir効果説の土壌援伴効果が牢固とした

信念となっていなかったならば，既に早く除草専門の農具が発達していたに違い

なL、。八反摺のような除草専門の農具の普及が案外伸びず，雁爪打から土壊の反

転にかなり重点のおかれた爪の長い回転除草機へ発達した経過のなかには，能
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率 ・その他の問題はあったにしても，以上のような事情が介在したのではなL、か

と推察される」と述べている。

さらに，今後の除草技術の方向としては，μ）「施肥法は合理的に行なわれてい

るが，雑草の抑制が不充分である段階においては，なお機械的除草が必要である

ならば，その時の除草機は中耕除草機である必要はなく ，除草専門の機械であれ

ばよく」，（ロ）さらに，除草剤については，現在完全かっ安全な除草剤がないため，

なお機械除草との併用が必要だが「良薬研究の発迷速度から将来を予想すれば，

あまり速くない将来において，より理想的な除草剤が発明されることは疑う余地

がない」とされている。

以上のような野晶氏の見解からもわかるように，既往における除草技術は経験

技術としての中耕効果説として結びついて，中耕一一水田土壊の反転作業と結び

ついた多目的的複合作業として，つい最近まで一般化しており，それがまた除草

用具の機能を中耕除草機として規定して，除草専門用具の発達を押えていたので

ある。

また，かかる性絡をもっ中耕除草技術は，施肥法，肥料の種類等の胞肥技術の

あり方と水準とも結びついており，その意味では水稲栽培技術体系を構成するー

技術要素としての施肥妓術の発展変化一一例えば，全層施肥の一般化ーーによっ

て，中耕による生育初期の脱窒防止作用の目的は後退し，したがって，そこから，

中耕作業と結びつかない単一目的の除草作業が，一方における除草剤の開発と も

関連して，普及することになる。そしてかかる一連の変化のなかで水の雑草防除

効果も，当然影響をうけてくることは容易に考えうるのである。要するにこうし

た事実を通じても，本意の当初に設定した論理的命題一一個々の技術の発展変化

による栽渚技術体系の内容変化， それにともなう他の技術要素に与える連鎖的変

化ーーの妥当性を一応確認できるのである。

24）野島数馬， 「水田の中耕に関する研究」，『関東東山袋試報告』第17号．

25）明石郡袋会，『明石郡鹿会30年誌』 P.25～28 

26）小野武夫編著，『会津屋是i.!}』P.28. 

27）小野武夫編著，『近世地方経済史料』 2巻， P.313. 

28）山崎不二夫，『シロカキの研究』 P.17. 

29）農林省農務局『水稲及陸稲紛種要綱』 P.497. 

30）永田店、十郎「農業生産における水利秩序と共同体」『農業経済研究』 29巻 4号，P

254～257および P.262 

31）野口弥吉監修，『農学大辞典』 P.1129. 

32）小野武夫編，前掲 27) 2巻，P.314. 

33）菱沼達也教授は，この点について次のように述べている。 「シロカキの目的は場

所のみならず，時間的にも変化する。白河市外西郷村の調査が示すように，以前，
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化学肥料をあまり使わず刈敷を多く入れた頃はそれらの物が『早く腐るように』

何回も νロカキが行なわれた。またシ ロカキは手取除草にさいして指先が痛くな

らぬよう作土を軟かにしておくために行なわれるが，これなどは 2.4ーD の普及以

来，いち じるしく 評価が低くなってきた」 と。

なお，シロカキと手取除草との関係，並びに 2.4-D普及後のその評価の変化は，

本稿の諜頭から して重要である。

34）山崎不二夫 ，『農業の経営』 P.47. 

35）私は先稿で 「岩片氏は労働手段説を主張する唯一の学者4 である」と述べたが，そ

の後渡辺兵力氏も岩片教授と同犠の見解にたっておられることを知った（渡辺兵

力，『農業の経営』，P.47）。ここに付け加えて訂正しておきたい。

36）勿論，公平，平等な用水配分とい って も，現実には決してすべての水田，すべて

の農家の水利用の公平，平等性が完全に行なわれているわけではなし、。徴地形，

溜池，あるいは水路からの距離，土壌条件等々によって，個々の水田の水利条件

は異なってくるであろうし，また部落的諸機能や階層性等が用水配分方法のうえ

に媒介的に働くならば，公平，平等性の原理は歴史的，社会的，階層的諸関係を

内包し，形式的，表面的なものになるだろう 。

37）熊代 ・竹松，『農業経営の多角化と部門間の結合関係』 P.21. 

38）熊代幸雄，「乾地農法における東洋的と近代的命題J，『宇都宮大学農学部学術報

告』特輯第 l号 P.2 

39）川廷 ・三枝；『大型トラク ターとその利用』 P.265. 

40）熊代幸雄，「東南アジア農耕技術の固有性格」，『農業と経済』 26巻 8号， P.20 

41）荒井正雄，『田畑の雑草防除と除草剤』 P.32. 

42）加用信文，「日本農法の性格」，『日本農業発達史』 9巻 P.614. 

43）水利科学研究所編，『農業用水資源』，水利学大系」第 4巻， P.6. 

44）農村金融研究会，『土地資本の理論的研究』（昭和36年） P. 37～47. 
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