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I. まえがき

新中国の農業と水

南郷茂重

77 

われわれは1957年7月「中華全国自然科学専門学会聯合会」の招きによって約2ヵ

月の問，新中国の農業を視察する機会を与えられた。一行は農業技術に関する学者，

専門家を主体とし，農業各方面の関係者50人から編成された大部隊であり，従って団

員各人の視察を希望する地区・事項も頗る広汎多岐にわたったものであった。これら

の希望を調整し，一団となって行動することは非常に困難な仕事であるが，中国側の

並々ならぬ努力と熱意によって，一応所期の目的を達し一人の落伍者もなく，無事帰

国することができたのは幸いであった。

われわれの歩いたコースは香港から深土）｜｜に入り，広州（広東）かう汽車で武昌，漢

口を経て北京l乙，ここで日程等の打合せで一週間余滞在，南京，上海，杭州を廻り，

再びもどって天津，溶陽（もとの奉天），長春（もとの新京），ハJレピンと東北（もと

の満州）を一巡して再度北京にもどり，視察結果の報告をした後また前と同じ途順で

香港迄帰ったものであるが，時間が中国で最も暑い7月であったため南京，上海，杭

州では40度という炎熱に苦しんだかと思うと，ハルピンでは22度という日本の10月半

の冷涼さも味い，中国の広大さを思い知らされた。しかし中国全体からいえば，この

ユースはいわば海岸線に近い部分を掠めた程度で，これで中国を諮ることは軽卒のそ

しりを免かれないと思われるが，戦後中国に対する知識と認識が余りにも欠けている

わが国の実情に鑑み，敢えてわれわれの見たり聞いたりした農業の実情を記してみる

こととする。

専門外のことなのと通訳を介しての知識であるので，誤解，誤謬のあることは免れ

ないと思われるので，よろしく御叱正を期待する次第である。

2. 自然条件

中国全土の土地面積は約 960万平方キロで，耕地面積はその約11%，森林面積は約

5%を占めている。この土地に住む人口は総人口 62千万人，うち農業人口は 53千万

人といわれている。

I 気温

気温の最も低い 1月の平均気温は市1図のとおり 0。の線は楊子江，黄河の中間，北

緯30＇から 35＇の間にある。
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第 1図 1月平均気温
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従って大体乙の線より北の部分は冬期の地上水は凍結し，また後IL図示するように

この期の降水量の過少さと伴って冬作の生育に極めて不利な条件をつくりfごしている。

これに反し，年間で最高の気温を示す7月平均気温 20°の線をとると，第2図のと

おりである。

20。の線は日本では大体青森辺であるから， 中国の北部での8月に入ってから気温

の急激な下降を考慮に入れれば稲作限界線ともみられる。乙の図で見ると満州の黒竜

江省の輿安嶺，新宿省北部高原，チベット高原地帯を除いては稲作可能温度となって

L、る。

IT 降水量

中国の降水量は日本に比べると極めて少い。年間総降水量をとっても 1,000ミリを

越える線はほぼ楊子江fC::沿う線以南である。（第3図）

更に 1月の降水量を見ると第4図のように僅か10ミリ線が北部の海岸線から中支，

南支をおおっているに過ぎず，この線より北は殆んど降水がない異常な乾燥を示すの

である。



第 2図 7月平均気温
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以上見たところで水に関する限り北緯 35。の線以南は比較的に農産物の生育に適当

な気温と水温lこ恵まれているが，北部は夏の気温は稲作を可能にする程迄上昇するが

冬期は乾燥と気温の低下が甚しく，北緯 40。線以上では冬作の栽培は殆んど困難とな

っている。しかし夏期においても，降水虫はこれら北部では必ずしも豊富であるとは

言えないから，河川を利用して或いは地下水を使つての濯淑によって，農作物の生育

lこ必要な水を供給する必要が起ってくる。

今中国の重な河川を図示すると第5図のとおり，古来から南船北馬といわれている

ように揚子江，致、江を中心とする水系はその豊富な水量と広大な流域をもって中南支

の交通，殺濯の動脈奇形成し稲作を中心とする農業地帯をはぐくんでいる。

これに対し北支の平原を形成した黄河はその河床の高さ，水深の浅さによって舟運

の利用度も低く， j種紙用としての利用度も劣っている。有名な三門峡のダム建設およ

びこれに付随して行われる幾多のダム建設計画については，既に多くの報告と解説が

なされているが，乙の治水事業が完成されれば工業，農業等への影響は当然甚大なも

のがゐる。
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第 3図全作降水量 1: 6000万
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3. 水利建設

黄河 ・准河の治水事業については，詳細な報告があるからここでは述べない。

中共政権になった1949年以来，治水事業tr:対しては特に重点が置かれ，中央には水

利部が設置され治水・利水の問題を担当している。 1956年までにζれら水利建設に使

用された土塁は77億立米，石材9,649万立米，コンクリート193万立米と言われ，とれ

によって増加した濯波面積は1949年3億畝 (1畝＝6.72畝）， 1952年3.5億畝， 1956年

5億畝と言われている。これで見られるように，水利建設に用いられている資材はコ

ンクリートは案外少しわれわれの見た範囲でも必要欠くべからざる部分だけに使用

され，ダム等も多くの場合ロックヒル式のものを，入力によって積み上げる形式をと

ってい？こ。

水利問題を水利部が所管している場合農業水利はどこが行っているのであろうか。

准河や黄河の場合でもとうした末端水利問題については農業部と水利部からおのお

の委員を出して水利委員会を構成して計画を実行している。これは事業別に設けられ

建設から末端水利迄一貫して行う仕組であり，事業が完成した後はその管理は省へ委

されることになっている。



第 4~1 1月降水量
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1: 6000万
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また現在水利測量所が6640ヵ所設置せられ，河川の水量を測り洪水等の予防措置を

構じている。

なお水源l乙関係の深い造林は林業部の所管になっているが，これにも相当の努｝Jが

子ムわれている。造林面積の増加を表示すると次のとおりである。

防護林 造林 （単位千ヘクタール）

1950f戸 67 127 

1952年 860 1, 660 

1956年 2,890 10, 310 

しかし水利建設にしろ，水害予防措置にしろ何れも特別の機械，資材は余り使用せ

ちれてはいず岩石を割る作業，運搬その他総て人の手と扇によって行われ，そのため

に想像に絶する労働力の大動員が行われているのが現状である。 ζの大動員は農村の

合作社化と密接な関係を持ち，組織化された農民が規律正しくまた積極的に参加して

かることは特に注目すべき ζ とである。

4. 撃井



．
 

〈
〉

Cコ

8
2
 

水
利

科
学

館
2
巻

策
1
号

(1958)

岳
園

長
線

図
（

1
 :
 2, 5

0
0万）

に二二
S

，
 

司
令

cマ主
レ

／
＼

.
 

〈二〉
c、A



南郷：新中国の農業と水 83 

地上水の少い北支，満州では地下水を利用するための重量井も盛IC:行われている。も

ちろん水量 ・水質に制約があるため，これによる水田化やどこででもできるという訳

ではないが，競菜・棉花等n:::対する効果は非常に大きい。乙れも農村の合作社化によ

って適地適作が可能になり，集団作業が行われるようになってから政府の奨励にこた

えて飛躍的に増加している。解放後新たに 450万の重量井が行われたと言われているが，

山西省山獄地帯からの良質な地下水が豊富に湧出する京漢線沿線の棉作地地帯では，

これによって棉花の大増産がもたらされている。

写真 1 スイチヨーズ

弁戸港紙l己最も一般に用いられている。写真上~，·；，jの木の棒l乙家畜をつけ井戸の
周闘を廻らせる。＇ l＂央の箱形の中 l乙水が入って）！＜， 1Ji1~去の水路から流れ山る 。

盛－.fillで一日 3畝程度の逃水ができる。

井戸1限による滋瓶可能の面積はその水量・大さ・揚水機によって異るであろうが，

比較的水量の豊富な北京商交~で聞いたと ζ ろでは，畜ブJによる場合 1 白 1 頭当り 3畝

（支配面積8～9畝），電力による場合 1台 1日15～161i臥程度とのことである。地下水

利用による井戸港殺は，地上水の利用できない畑作地帯では規模が小さいにめ余り注

意をひかれないが，その効果は無視し得ないものである。
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写真2 蒸汽揚水機（井戸用）

北京の読菜を主として栽培している四季育合作社のもので燃料は石炭である。

1日40畝を濯瓶する能力がある。温室の近くにあって冬期温室栽培にも利用され

ている。

5. 水田とj差j飯

1956年の食糧農産物の作付面絞，生産量は第1表のとおりである。

この表で解るとおり，食糧の中｛こ占める米の位置は非常に高いばかりでなく，単位

面積当りの収穫高の大きいことも見逃してならない点である。従って，政府は食糧増

産については特に稲作に重点を置いている。

増産施策の方法として中南支方面では， 2期作¢奨励によって単位面積当りの増収

を特に期待しているが，満州では開国による商積の拡大にもまた力を注いでいる。も

ちろん，北支 ・満州の水田の現在における地位は低く，水田総面積の5%程度に過ま

ないが，この方面での稲作は，過去において日本の技術が疹透しており，技術的には
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第 1表食糧農産物什付面積および生産高

i作 付 面 積 生産高 I"',. .. ., 
穏 類 トン／へク

笑数｜ 割 合実数 ｜割 合／ターノレ

｜千ヘクタ

子副ベ キロ

米 i 33, 82, 2,468 

麦 27, 22.161 24, ,898 

雑穀 52, 42. 21! 53, 3801 29. 241 1,014 

いも類 11, 21,851 11. 97, 1,985 

100.00 182, 511 1,545 

〔備考〕 本表は，生産高は国家統計局編「国民経済統計提要」により，面積は

1949年発表数字をも ととして増加指数をかけて換算し作成したものである。

中南支の稲作より優れた点を沢山持っている。

中南支は，既i乙見たように気温は高く，降水量も多く，河川｜の水も利用しやすい条

件の下にあるので古くから水稲が栽培されているが，またそれfごけ伝統による陥習が

根強いようである。われわれの見た範囲では，この地方では耕地整理の行われれた形

跡は殆んどなかったし，議1既・排水・農道の整備されたものもなかった。揚子江下流

地帯での縦横につくられたクリークは，濯滋水路としては優れたものではあるが，近

代的の施設に欠けていた。従って，稲作の機械化への道は，未だ開かれていないよう

に見受けられた。

満州で、の水田は，計画をされて造られたものが多いた：iJ一応は区iUも整つものが多

いが，濯I既水路・排水路の整備された ものは多くないようである。 ここでは電力が比

較的豊富であるため， JI[からの揚水によって畑の水固化が盛に行われている。その水

田面積の変化を年別に示すと，次のとおりである。（東北農業科学研究所で聴取）

1954年 340,000ヘク タール

1949年 300,000

1952年 320,000

1955年 430,000

1956年 850,000

1967年（計画）4,200,000～4,600, 000 " 

すなわち水田の拡大方針は， 1955年頃から積極化した模様で，今後5ヵ年の間｛こ日

本の水回全面積にほぼ等しい水田を造成しようとしているのに驚かされる。乙の計画

の実現には，水の問題が当然起って来るが，海河，松花江t乙盛l乙ダム工事を行ってい
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る。これらのダムは，多くは機微を使用しないロックヒルダムである。水路の建設は

関係地区合作社の農民の手によって行われ，共同作業のーっとして実施される。これ

らが総て驚くべき速度を以て行われるのは，いわゆる人海戦術とも言うべきものが，

こう した建設面1r用いられているからである。機械も資材も極めて貧弱な現在の中国

が，着々と建設を進めて行く背後には，中農，貧層をしっかりと把握し組織化した政

治力の逗しさを感じさせられる。

しかし水田造成の熱意の高揚の背後には，米の価格が他の食糧農産物に比べて有利

に決定されているという事実も見逃しではならない。食糧農産物は統制されているの

で公定価格で供出し，公定価格で配給されているが，その供出価格をみると次のとお

りである。

籾1斤（500グラム）当り価格

高梁

トウモロコシグ

. 09～012元 (1元＝150円）

. 05～06 

大豆 ,, .07～.08 

また，籾の単位商積当り収量は，高梁・トウモロコシの2～2.5倍であるから，水

稲をつくることは雑殺をつくることよりも 4～5倍収入が良くなるわけである。

過去に於て戦争 ・内戦に苦しみ，地主・軍閥の搾取の対象となっていた農民が，統

一国家の完成と土地解放によってその負担が著しく軽減され，さらに合作社の組織に

よって，自分遥の労働に対し自分達で報酬を計算し得るようになったことは，将来の

自分達の運命を自ら切り拓いて行く勇気と熱意を高揚さすのに非常に役立っている。

農業水利建設に対し農民の積極的な参加は，こうした社会的背後関係を先ず理解して

かからねばならないであろう。

6. 濯減用機械

われわれの見fこ範囲では，滋殺に用いられている機械設備は，その他農業機械と同

様に，極めて遅れていると言わざるを得ない。

汽車の窓、から見た範囲でも，機械錫水場は極く少なかったばかりでなく，湖南省で

はハネツルべによる濯水 ・河水を利用する揚水用水車等数世紀前Iの農具が現在盛lこ用

いられ，竜骨車は中国における最も代表的iこ揚水機として普及されている。竜骨車を

動かす動力源としては人力・畜力 ・風力・トラクター ・電力と色々あるが，現在広く

用いられているのは畜力を利用するもので，石油 ・電力の少い今日の中国にあっては

当然の帰結かも知れないが，畜力利用の点からいえば，日本の場合よりも進歩してい

ると言えるかも知れない。

中国における唯一のポンプ製造国蛍工場である溶陽（もと奉天）の鉄西にある国蛍

漆陽原工廠は，もし満州荏原の工場をもととして拡大したもので，現在3工場， 2,300
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写真3 竜骨寧での揚水風景

最も原始的な竜骨草を 4人の男が足で踏んでクリーグから揚水している風景。

こうした姿は現在の中国では余り多くは見受けられない。写真 1の場合のように

畜力によって竜骨草を動かす場合が辰も多い。

人の人員をもって年産6,500台のポンプ製造能力があるといわれ，最大口経800ミ

ワ（将来1200ミリ）のものを透っているが，ここでは現在主として工鉱業用高揚程の

ポンプだけ製造し，農業用の軸流ポンプは造られていない。授業用のものは上海・天

津・無錫・杭州の公私合営の工場で製造されているとのことである。これを見ても，

現段階にあっては能率の高いポンプの農村からの要求は，あまり多くないのではない

かと想像される。これは，農民がポンプの価値の認識がないと（まかり lま言えないので，

前に述べた動力源の問題は農村での資本蓄積が，未だやっと緒：こつこうとしている段

階であることを考慮に入れる必要がある。合作社による共同化の基盤が確立し，その

内部の資本が充実した時には，機械化への速度は予想以上に急激に進行するのではな

いかと考えられる。

7. むすび

中国人の水についての関心は深い。既に伝説の時代から，治水・利水に関する活が

残っていることは，広く知られているところである。そして幾千年にわたって，この

問題の解決についての努力がなされて来た。現在の中国で、行われている大治水計画も，
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写真4 竜骨車

右の黒い部分は竜骨草を動かしている人の足である。竜骨王手は木製で水面l己浮

んでいる。)fiJJかないように止めている 2本の杭が中央l乙見える。表層7j(が揚7j(さ

れて来る。 揚程は1.5～2メートルであるから，高所への揚7j(！乙はこれを何段も

並べている。

計画としては決して新らしいものとは言えないかも知れない。しかし，現在それが具

体的に着工され，現実にそれが進行しつつあることに大きな意味がある。これは黄河・

准河の治水といった宣伝価値のあるものばかりではない。農民の生活向上に直結する

比較的小規模の工事は，農民自らの手と肩によってどしどし進められている。農民の

建設増産tc:対する意識の高潮は目覚しいものがあるが，河川｜の水量は一応限度があり，

将来問題となる現象もすでにあらわれている。天津の小結地区は，小結米の名で日本

Iこも知れている米産地であるが，こ ζの水は黄河から大運河を流れて来るものでめ

る。われわれの見た今年の稲は，直ぐ近くの永定河 ・白河水系のものに比べ非常に見

劣りしていた。これは，移植期の水不足によるものに起因するもののようであるが，



南郷 ：新中国の農業と水 89 

写真5 ポンプ船

移動式のポンプ船も上海，無錫辺のク Pーク地帯では活動しはじめている。

大運河に沿う畑作地帯の水田化が進行しているこ とに原因がありそうである。前1r述

べた稲作の有利さがこうした結果を招くとすれば，黄河の治水事業が完成しでも，広

大な北支の平野で無統制な関田が行われれば，下流の熟田地帯から問題が提起される

危険は多分にある。

中共政権が確立してから僅か7年余の今日，その業績を語るのは余り性急に過ぎる

かも知れないが，現段階の中国の農業は日清 ・日露戦争後当時の日本の段階1r似てい

るようである。基本的な大建設に手は着けてはあるが，国家資本も工業力も成熟して

いない。農業も基礎的な土地改革と合作社の組織という二大改革を完成して，これか

らその内容の充実に向って進もうとしているところである。こうした日本との発展段

階の相違を，先ず頭に入れて中国を見る必要がある。しかし，社会革命の行われたこ

の国では，不合理な水利権や慣行の存在は許さないであろうし，集中的な工事や施設

も可能であろうから明年から開始される第2次5ヵ年計画，或いは第3次5ヵ年計画

による工業と農業の発達に伴い，雄大な発展を見ることが予想せられる。

（アジア農業交出協会〉
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