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敬土文化論

今は 昔 耕土一寸米一石

長谷 川和 久 *** 

〔キーワードJ:土のストレス，水稲減収，沙漠緑

化，農業技術，環境保全型農業

1 肥沃な土の減少と波紋

やや少雪な新春を迎え農村では春作業へ，諸々準

備が走り出した.ところで，地域の農業に占める主

要な作物， イネの栽培，米づくりに関しては，農家

の米販売価格がかつての 50~70% と低迷している.

このため生産関係者の意欲が著しく減退し，これが

関連分野へも影響している(図 1).たとえば，農事

催し事の縮小， 米出荷時の上位等級米やおい しい米

の割合低下，生産関連技術継承の弱体化ほか ち な

みに，巷で、マスコミ 上，特00米などと噂になる食

味評価は消費者グループ，任意団体の行うもので，

調査対象米が限定されていることもあり ，産地にお

ける米集荷の価格と対応していない例が多いとさ

れる.実際の主要米価は大産地，北海道や新潟県の

生産量と米質，米価によって左右，主導されている

(表 1).平野が広く，大規模経営の農家が多いため

米質，数量などや生産指導，品質流通管理対応等が

安定している これに比べ平野部が格段に狭い富山

県などは，全国的に流通貢献度が小さい.

図 l 農業者の来場を待つ農業技術展
石川県JAかほく展示会場.

-石川県立大学客員名誉教授はazuhisaHasegawa) 

"NPO法人日中資源開発協会

米作または農業活性元気化へ課題とされること

は多いが，対応として筆者は，①自然的な要因と②

人為的な要因の区分とその理解による地道な改善

が必要と考える.かつて「耕土一寸米一石 (150kg)J 

と言われ，イネが育ち，根が伸びる土，確保の大切

さが指摘された.ちなみに，10a，深さ 1cm の土は

約 10tに当たる.これに含まれるイネの主養分，窒

素量は約 0.1%含有として計算すると 10kgとなる.

富山平野など沖積地の水田耕土は深さ 1O~ 12cm な

ので 100kg余含まれると考えられる.一般に肥料

を施さず，土だけでイネを栽培すると 300kg余の

米がこの土に蓄えられている養分でとれる.このイ

ネ(籾+茎葉)中に約数 kg窒素分が含まれている

ので，ほぽ数%利用されることになる.古くから篤

農家は iイネは土で，ムギは肥料でとる」という.

このように地力の大ノトと 米収量の多少が比例す

るので，かつては土の肉 (腐植成分)増をめざし，

メIj草の草肥， 堆きゅう肥やレンゲ草などの緑肥づく

りと施用，下層への養分流亡を防ぐため客土や深耕，

土の骨，ケイ酸を含む資材の施用など土作りに努力

が払われた.

ところが，昨今における米を作る耕土の肥沃度低

表l 平成 25年度全国主要水稲栽培道県の
栽培面積と収量(農林水産省発表)

都道府県 面積 (ha) 収機iIT(t) 

新潟県 119，700 664，300 

北海道 112，000 629，400 

秋田県 92，500 529，600 

山形県 68， 300 415， 300 
宮城県 72，200 398，500 

(北陸)

富山県 39， 700 216，800 

石川県 26，700 139，400 

福井県 26，500 139，400 

全国 1，597，000 8，603，000 

注減反率は北海道 50%，新潟県 40%.

その他は 30%のと ころが多い.
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下状況は，年次的収量停滞やイネ刈りあと株から生

える二番穂(ひこばえ)の草色や大きさが，かつて

の多収時期のものに比べて相対的に淡く，小さいこ

と，土色の退化傾向などからもわかる.これは①の

自然的要因，気温上昇，温暖化，酸性雨飛来に伴う

土壌の有機物，堆肥中成分の速い分解，養分の減少

や濯概水量の増大，収奪型米作りの継続，耕土量の

減少，浅層化などに起因し，いつかは到来するとか

ねてより予想されたことである.基本的対応が間に

合わなかった地域が多いと反省される(文献1).

2. ご飯食の質上げへ，人為障害の反省.

②の人為的要因改善の遅延例について述べる.現

行の，主な生産者から米が消費者へ渡る際の基準と

される米質評価の基準は，外見，着色米の有無，未

熟米の混入，虫の食害などがある.これらは，おい

しくて食味的に安全な質を求める消費者層の要望

や渡し方(販売，流通方法)が必ずしも適切に改良

されていないことを示す.ちなみに，有機質肥料(堆

肥，米ぬか，魚粕ほか)栽培や無農薬，少農薬施用

米への需要は安定して高い.筆者も数年来，耕作水

田の半分で牛糞堆肥プラス有機質ベースト(液体)

肥料，少農薬を主にしたコシヒカリ栽培を行い，首

都圏の方々へ提供している.安心しておいしくいた

だけると好評を得ている.

他方，米の流通面では商系で全国的な米生産地の

米質ランク付けがされており，これに米の価格が連

動している.ところが，生産現場では水田に雑草を

生やすのを避けるためだけの粗放，収奪型の米作り

や，イネ刈取り時に倒伏を避け，刈取り作業が容易

になるように少肥で，登熟期が十分なイネへの水や

りを回避し，収穫機の走行がしやすい状態の確保を

行う稲作，量さえ取れればと多収を求める人など，

多様な生産者が価値観の違いから現実に混在する.

農業者の老齢化，作業者減少などにより適切な栽培

管理のできないことがこれに拍車をかけている.

従って，集荷される米は外観的形質や食味的較差の

良，否抱き合わせ，現実にはプール計算で流通して

いる面がある.ちなみに，現在では米の食味は多種

類の食味計により，比較的迅速に計測できる.環境

の違いなどから相対的においしい米が生産しにく

い農業地帯，地域がもたない状況到来が予想され，

今さらながら敬土不足への反省が促される.

過去数十年にわたる外国からの小麦輸入等によ

るパン給食などによって，日本の米需要が構造的に

減った.また 40年来の稲減反政策は，米生産地に

結果として，依然 30%強の休耕を余儀なくさせてい

る.これらへの歴史的反省から安全で，安心なおい

しい米，食味需要への緊急な対応が求められる.選

挙時米価アップ等撒き餌をオウム返しのように言

う農政屋などへの支援を省みて，選択肢として，士

づくりを配慮、した地道な視点と未来の消費者，子供

達，食事だけが楽しみの病院，老健施設の患者，入

居者他へ一層おいしいご飯給食量の拡大へ農業者

の工夫支援が大切であろう.加えて，広く栄養豊か

な大豆(味噌，醤油，納豆，豆腐)併用を配慮した

ごはん和食の質上げ，消費拡大への人為障害除去，

整備が望まれる.

北陸地域には過去「農業」の名が付く高校や大学

等教育機関が多くあったが，今や皆無に等しい.今

更「作ってほしし、」との声も聞くが，農業関係者の

「されるがまま」の無策の己を省みて，地域の士と

水，風土に立つ未来の食環境を育む教育機関を自ら

建てる気概が必要とされるのではなかろうか.

3. 国境を越える土のストレスと影響

沙漠の緑化で有名な故遠山正瑛氏(鳥取大学名

誉教授)は 72歳から 20年間，中国内蒙古自治区内

の沙漠で，自ら地下足袋を履いて作業された(文献

2).その精神と活動は，緑化協力隊の形で日本や中

国の人々に継承され，沢山の方がポプラやクズなど

の苗の植栽と保全に協力されている.例えば，先生

の銅像(中国圏内で本人が生存中に建立されたのは，

毛沢東氏に次ぎ 2人目)が建つ達技特旗(日本の県

よりやや小さい行政区)思格貝の記念館周辺域のポ

プラは大きいもの直径 40cm余になっている (2月

27日訪中の筆者測定).体を動かし，実際に土の表

面侵食防止や保水性の向上，温暖化防止への植栽や

ブドワ，メロン，スイカなどの果樹野菜栽培を含め

た技術の実践指導と啓蒙に貢献された.口先だけの

協力は，一般に容易.地道な実践，継続を通じて日

中の確かな草の根的交流が，今日につながっている

(図 2). 

親の思い子知らず，後世へ.

一部の思い上がった短絡的思考から現在，日中間

の好戦的姿勢や言動に同調を示す若干の人達は見
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図 2 中国内モンゴ、ル自治区恩格員の遠山正瑛先生像

前に広がる緑化地
手前右は，ブドウが防寒のため砂中に埋設され
ている.

2014年 2月 27日筆者撮影.

られる これは井戸の中のカエルで、ある.今地球規

模で現実に進行している沙漠化(世界の陸地の 3分

の l以上が沙漠や乾燥地，アルカリ 土壌で不毛の地

と化している)，耕地，緑地の確実な減少が深刻化

している.広く食料生産の栽培と緑化で増える炭酸

ガスの吸収を目指して，気温上昇の抑制やエネル

ギー消費の節約などが求められている.我々は，今

まさに国境を越え①体に自信のある人は作業で，②

智のある人は頭で，③財のある人は金などを出し合

い，協力し，相互の立場を尊重しながら生存しなけ

ればならない時代にいる.

北陸の農耕地は，この沙漠化と無縁ではない.春

先中国大陸からイオウ酸化物，窒素酸化物を携えて

飛来する黄砂(粒径 O.02~O. 002mmの微砂や粘土)

により，微粒子の降下が広く起こっている.加えて

pH5.6以下の雨，酸性雨も通年化している.これら

が地域的な農作物収量低迷の伏線にもなっている.

すなわち沙漠化の防止は，人事ではないのが現実で

ある.ちなみに，筆者は風蝕防止と，効果が持続す

る有機質肥料を施して育てた苗の活着効率化の考

えに基づき，沙漠地域の生活環境から出る下水汚泥

のペレット(造粒)化による土壌改良資材の利用提

案を行った既に北陸での実証を多く終えている事

例を紹介し，今後の苗木等植栽時に応用検討してい

ただくことになった.ここで，カナダ産ポプラが広

く利用される理由は成長が速いこと，下の枝葉が羊

の飼料となること，幹が防風の他，住居用建材，家

具，キノコ培地として使えること，枝が燃料になる

こと ，根は土壌保全(くずれ，侵食防止， 保水)に

貢献することなどである.すべてが民生上に役立ち，

いわば万能木である.毛沢東氏がかつて広く全土へ

植栽をすすめられたとされる.なお， ~緑色大使』

として名高い遠山正瑛先生を後世へ歴史的に長く

称えるため，政府とし現在映画化を計画中と聞き，

日本の国民へも理解と協力を期待された.

4 土の酷使

①田んぼを大きな区画へ整備し，農作業機を大型化

すれば外国の安い米と対抗できるのですか.

②みんなで，集団で法人化，協同化などをすれば貿

易自由化，TPPに対応できるのですか.

いずれを選んでも日本の米価は米，豪，中国，東

南アジア諸国とは同じ土俵に上れない現実を考え

ると ，空しさが残る.

違うのだ.高い米価は応分の義務なのである.相

対的に高度な文明社会となった日本において，長寿

の保健と国土の防災保全， 2~3 次産業を支えるため

の間接的国家(組織)に必須のグリース(潤滑油)

や緩衝的な機能を果たすための共通基本料との認

識が重要である.

与党の土や野党のコシヒカリがあるわけではな

い 人類共有の地球，その体，表面の士(財産)を

我々は米づくりや野菜栽培，森の形で利用させても

らっているにすぎない.

中国ゴビ砂漠，オルドス市庁舎前広場にチンギ

ス ・ハーンの母が両手で矢を数本握り，力を合わせ

協力すれば大きな力になることを脇の5人の子らに

示している巨大な立派な座像がある.生産する農業

者，流通，行政関係者，消費者などの協力が，安全

で豊かな産業社会，平和な日本を支え，世界の目標

ともなり得る.ちなみに，この像は見方を変えれば

日本，中国，モンゴ、ル，朝鮮半島の 2国，東南アジ

アの諸国が隣接する土，環境を配慮し，協力すれば

世界的に安定な東アジア圏ができることを教えて

いる.争いはマイナスあって益なしである(歴史の

教訓.図 3).

今，日本人の 5人に 1人は糖尿病かその予備軍と

言われている.生活習慣病とも言われ，主に個人の

食生活に起因している.その場合は自己責任である.

同様に肥沃な土が衰え，生産力や収量が低下した土

の発生は耕している人，関係する指導，行政関係の
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図3 チンギス ・ハーンの母(中央座る)と 5人の子
オルドス市政府庁舎前の像(手前は筆者)
2014年 2月 28日撮影.

自覚が薄く，対応が不十分だったと反省される.長

い年月をかけて病になったのを治すには，相応の時

間と経費がかかるのは周知のこと.近くでは，イタ

イイタイ病で有名な神通川流域のカドミニウム汚

染水田の修復，重金属を含む土壌の剥ぎ取りと新し

い土の客土には 10a当たり約 500万円と約 40年の

年月を要したとされる.福島の汚染農地土壌の完全

修復に必要な金と年月はどれほどか.また，扇状地

の不良化した白山市の水田では，土の肥沃性を示す

窒素濃度を 0.16%から 0.20%へ上げるのに，複合

経営の牛きゅう肥を毎年入れながら 30年要した例

を筆者は観察している(文献 3).

おいしい安全な良質米づくりへの考えた技能実

践へ応分の潤滑油代金支払いに消費者は理解が必

要.例えば，生物性廃棄物(生ゴミ，糞尿汚泥，米

ぬか他)の完熟堆肥や貝化石の粉末，ケイ酸資材の

撒布，鉄分やミネラル分を含んだ、山土の客土.一般

的な管理的農法に比べ，土づくりに費用をかけた米

づくりへ，国民は目を開く配慮、を母なる土への感

謝，報恩は，今でしょう

5. 意識改革で米の質をあげる地力向上

かつて，小矢部市内御堂の篤農家前田さんは，~こ

れが私の米づくりですちゃあ』と笑って，イネ刈り

に彼式6条刈りコンパイン(夫婦，息子の 3人が 1

台 10万円代の中古 2条刈り機を 3機利用，当時 4

条刈り 新品の数分の l費用)を使っておられた.農

機がイネを作るのではなく，人が土で米を収穫させ

てもらうのが原点である.

我々はより多収を求めてイネに肥料を施すが，ベ

ストな施肥法を探す目的で化学肥料が主体となっ

た昭和 30年代，全国の農業試験場で比較試験がな

された.その結果耕した土に，断面的に上下全層へ

及ぶ全層施肥が良いとされた.すなわち耕うん後，

入水代掻き作業前，肥料を撒き混合する この方式

が長く続いた.しかし，今日田植え機の発達，省力

化，水田表面からの肥料成分流出，河川の水質汚濁

を防ぐ考えから，苗の移植と同時に株元へ地表下浅

く，肥料を埋める施肥田植え機が普及した.何事も

良いことには改良が望ましいことも伴うもので，こ

の方法では土中で移動しにくいリン酸成分は，施肥

した位置から移動しにくい.さらに表面付近のみの

施肥のため，中，下層へ全層施時のように肥料分が

入る量が減る.イネの成長とともに根が養分を求め，

下へ伸びても吸える養分不足が起きる.これが後か

ら追肥の形で上から撒いても不十分で，秋，収穫期

のイネ姿が弱り，秋落ち，未熟米の増加，玄米の大

きさ小粒化など今日問題とされる米質低下が起き

る さらにイネが倒れるのを回避するため，施肥量

の減少がこれに輸をかける.片や全国的にイネづく

りの要と言われるイネの最大主要無機成分で，約 l

割を占めるケイ酸の補給が十分でない.ちなみに，

ケイ酸質肥料の使用量は，最盛期の数分の l以下と

される.

このように良質米がとれる環境の弱体化と背景

が分かり，土の肉や骨の補修作業が求められる.補

修用材は地域の環境中にも多種存在する北陸地方

で推定約 200万 tある生物性廃棄物の堆肥化，有機

質肥料化で土の肉を修復する.また，この一部や里

山，法面などの荒廃抑制と清掃を兼ね間伐材，枝葉，

草等の炭化，灰化による減容化で，ミネラルや石炭

火力発電所の灰応用などで，土の骨成分の補充が可

能となる.ちなみに，昨今，農園芸作業が高齢者の

心身機能の維持・改善に効果的に作用すること が明

らかにされてきている.金沢大の安川緑准教授らの

研究によれば， 65歳以上の農業従事者に POMS

(Profile of Mood States) を用いて調べた結果， 農

繁期に相当する期間には抑 うつ状態が改善し，集中

力や判断力，作業能率などの向上が認められたとの

報告がなされている.体力に応じた草取りや堆肥づ

くり，灰化など白給性の高い肥料づくりを含む農作

業は，土の肥沃化を通して米等の品質を上げると同
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時に，農園芸に勤しむ高齢者の心身の健康にも寄与

し，一石二鳥の成果をもたらすと言えよう.

6.大河の流れも水一滴から (むすび)• 

現在全国的に栽培され，長く品質，食味第ーとさ

れるコシヒカリは，昭和 31年に品種登録された.

準備期を含めると約 70年にわたり多くの人によっ

て育てられた化けない安定な品種である.この品種

は福井県農試において，雨の日も風の日も田でイネ

観察を続けられ，田んぼの案山子と言われた故 石

墨慶一郎博士(育種)の功績が大きいといわれてい

る.なお，福井県は地理的に東日本と西日本の中間

に位置するため，ここで選抜されたイネ品種は，全

国への普及性が高く，国のイネ育種指定試験地とさ

れてきた(図 4).

巷で機械的ものづくりのように Iおいしい多収

のイネ品種づくりを先端のバイオの力でjと言われ

るが，できた品種が現場の色々な土，回で誰もが安

定的に栽培できるか否かの判定，固定化には，一般

に長い年月を要する

かつて北陸の某県で，新しいモチ米の品種が選定

され，推奨された.しかし，実際に栽培すると田の

全面で背丈の長短なイネ，穂、が交じり ，交配した親

イネの性質がバラバラに現れる現場が出現し，普及

図 4 石川県-能登半島珠洲市外浦の谷津田に植えられ

たコシヒカリ
薬草残澄堆肥施用の有機栽培田.

20日年 5月筆者撮影。

しなかった 行政関係者が功を急いだ例とされる.

また，土の体力以上に負荷がかかるともたない例

もある.昭和 30，40年代の多収性が叫ばれた頃，

北陸では藤坂 5号，明星他，多収性品種が導入され

た.しかし，これらのイネは養分の吸収力が大きく，

富山や石川平野のような浅い耕土の地域では，土中

の養分絶対量が少ないため，続けて栽培すると地力

消耗が激しく，広く普及しなかった

土，農を取り巻く不良因子の清掃と自立へ.

すでに安心で安全な米などを生産するには，緩衝

能の高い健康な土，空気や水の通りが良い粟おこし

状(団粒)の土確保が大切と述べた.しかし今，こ

の土，農業をめぐる環境には不良因子が多すぎる

例えば，①報道される東北，原発震災の被害者のな

お多いこと，汚染土壌対応の遅さに代表される行政

の対応力不足.②就農に関心を示す若人等に対する

現場農業，技能教育力の低下.③誠実に農を考える

政治家が現場で見えない.政治屋多し.④自分の地

位や糧のため「農」を踏台に利用するようなマスコ

ミ関係者，学者多し.現場を誠実に深く見，考察す

る人が少ない.⑤農業関係分野に付いて血を吸うヒ

ルに似た者，法人，団体等多し.⑥土のこと，農業

のこと ，第一次産業のことを考える誠実な人の減少，

などがある.

もう農業者は自力で先人の歩みを鑑みて，総合的

かっ具体的技能で土を敬う基本に立ち，広大な沙漠

緑化も l本のポプラ苗移植からを思い，生産行動を

するのみであろう.
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