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アメリカ稲作経営と「水」の歴史

家永泰党

I. 序 論

アメリカ稲作については，しばしばその形態的特徴が論せ、られたにかかわ

らず，その本質的な問題については，殆んど展開が試みられなかった。この

課題をとくにあたって，ここではアメリカ経済史の展開のなかでとくに明ら

かにしたいと考える。本稿はその序論的部分のみ取扱う。

そもそも稲作生産は，個別の生産単位を通じて具体的に行なわれる。即

ち，農業経営は技術と経済の結節点といわれるように，それは生産力の形成

過程においては，単に技術のみならず一定の経済的環境も前提とし，その過

程において一定の経済的関係をとり結ぶものである。こうして稲作生産過程

をとりあっかう場合，経済的環境としての南部社会の特殊性は，何よりもま

ず前提とされる。この南部社会で最も特徴的な事実は，第一に南北戦争であ

ろう。この南北戦争はそれよりさかのぼること80余年前の独立草命と共に，

アメリカ稲作史にとって重要な関連をもっている。自主的な稲作経営の今日

の近代的形成は，おそらくアメリカ社会の，ことに南部の解放なくしては行

なわれえなかったものと考えられる。しかして南部の稲作の環境は，後に発

達した西部のカリフォルニアの稲作の経済環境に対抗するものとして特色づ

けられる。新大陸アメリカの稲作は，その歴史的基盤として奴隷制プランテ

イションをもって発展した世界史に稀な特徴をもっている。そして南北戦争

後の南部の資本主義化は，今日の近代的稲作経営形成の大きな役割をはたし

た。こうした立場から稲作経営と「水」との関連をここではとくに浮彫りに

して展開したい。

この課題は，次の 2点からとりあっかう。第一，南北戦争以前の稲作経営

と「水J，第二，近代的稲作経営の形成と「水J，の視点である（尚，この論

考は，拙稿「アメリカ稲作経営の近代的形成」〔農業技術研究所報告， H.23
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号〕のうち「水」に関する項を骨子と して素描したものであるラ引用文献 ・

脚注は紙数の制約で全部省略，上掲論文参照のことλ

2. 奴隷制稲作プランティションと史的背景

アメリカにおける稲作の歴史は，アジアのそれに比すとはるかに新しく，

最初の植民地がジェイムスタウンに建設されてから40年後，即ち，パージニ

ア植民地において，1647年に作付されたのがほぼその端緒とみられる。けれ

ども稲作が本格的に栽培されたのは，カロライナのチヤールストンを中心

として，ほぼ1685年以降とみられている。たくましいマーカンティリズムの

背景のもとに，稲は後にはノース ・カロライナ，ジョージアなどにその作付

を拡大した。いうまでもなく，当時は，コメの外にタパコ，インディゴ，お

よびタール，ピッチ等が重要貿易品であって，ワタは独立戦争後までは，南

部ではあまり重要な生産物ではなかった。このように今日のアメリカ稲作の

先駆は，遠く 17位紀の中葉にまでさかのぼり，独立戦争までの主要な稲作地

として，内側j沼沢地 {inlandswamp land）＞および，植民地東部の淡水沼沢地

が示される。

当時の社会の生産力の発達段階では，生産手段，ことに力学的労働手段，

用水，土地などの利用は甚だしく初歩的であるにすぎなかった。当初の主と

した労働力は家族単位を中心としたが，後に家族労働力の外，いわゆる白人

の年期契約作男｛inder山 redservant）＞が導入され，さらにこれに代って黒人

奴隷が入札やがてそれは奴隷制フ。ランテイションに発展する。しかし当時

の自然的沼沢の利用は，その生産力の低さにおいて，また，水田化条件とし

ての利用範囲の狭少さにおいて，生産手段の発達の低さにおいて特色づけら

れる。この時代は「早期奴隷制プランティション制度」とされる時代区分に

所属するもので，イギリス植民地として，そのマーカンティリズムの：もと

に，やがてその社会的矛盾は，独立戦争というかたちをとったことは周知の

通りである。この奴隷制フ。ランティションは，今日三つの歴史的段階に区分

して把握されている。第ーは，ユニオン・ジャックを打立てたイギリス重商

資本の世界制覇に追従した「早期奴隷制プランテイション制度」， 第二は，

イギリス産業資本の世界市場渉透の基盤の一環となったアンテ・ベラムにお

ける「盛期奴隷制フ。ランティション制度J，第三は，アダ、ム ・スミスの「国富
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論」が出た1776年，即ち，アメリカ独立宣言の蜂火のあがった年から，南北

戦争を通じて，アメリカ資本主義の発達が，奴隷制度の廃止運動をおこし，

かつての南部のプランターを打倒し，旧来のプランティションが転換したり

コンストラクションを通じて行なわれた，いわゆる「クロッパー制プランテ

イショ ン制度」であるとせられている3

こうした歴史的背景のもとで，当時の稲作地域が，独立戦争を契機とし

て，その後潮汐沼沢地域に転換してゆく。こうした独立戦争としづ社会的変

革と稲作地域の転換が結びつくのは，後に潮汐沼沢地からルイジアナ，テキ

サスなどメキシコ湾岸等への大転換が，南北戦争とL、う社会的変革後におこ

ったことは重要な視点であろう 。

独立戦争以前の稲作は， カロライナにおいては， 1690年前後に潮汐河川

~tidal strearゅの沿岸の湿地や沼沢地が，稲作闘場に漸次転換されてゆく

が，同時に稲が潮害をうけやすいため，さらに内側の低湿地へ後退してゆく

など，次第に稲作立地の内側沼沢地，或いは植民地東部の低地の淡水沼沢へ

の安定化がすすめられる。もともと南部の河川は，北部のそれと異って，フ

ォール・ラインが内側にあり，この周辺はいろいろのかたちで潅慨に便利な

点もあったであろう 。こうした内側の稲作は，独立戦争以前の一つの代表的

な稲作地であるとみられる。やがて稲作経営の発展が，奴隷制稲作プランテ

イションの前提の一つをつく ったことになった。

稲作地として，当時イトスギ沼沢＜cypressswamp）があげられ，それは最

も豊沃な土地のーっとされていた。内側沼沢における稲作は，降雨や河川の

貯水に基づいて潅水された。用水の頻繁な不足は，潅水を不規則ならしめ，

屡々河川流域のイトスギ沼沢では，そのポテンシヤルな沃土の利用が妨害さ

れた。潅水後は，水を溝によって小川に排出した。この時代における給水

は，後にみるように維草， 害虫の組織的駆除手段として用いられていなし、。

かかる生産過程の発達段階では，稲作そのものが甚だしく不安定な性格をも

ち，経営自身も不安定なかたちをもった。こうした初期的な水利用から泉本

や貯水池の利用に進み，更に小規模な夕、、ムが作られるなど，潅i既＊の利用

が，漸次高度にととのえられてくる。

内側j沼沢の段階では，稲作の技術過程にいまだプラウが殆んど用いられて

いなかった。耕作は，おおむね中耕＜hoeing）と干による除草 <handweeding) 
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とし、った程度のものであった。播種過程に条播が採用されたのは，ほぼ1775

年末といわれ，これはほぼ独立戦争後（1775～83）にあたっている。

L.C.Grayの研究によれば，1710年前後はほぼ18インチ間隔で <furrow｝の

中に揺産され， 1エーカー当り 1ベッグ（ 5升4勺〉程度播種されたと指摘

している。当時の播種期は4月上旬から 5月12日，収穫期は 9月から10月8

日までだという〈技術過程等の詳しい考察は，拙稿「アメリカ稲作経営の近

代的形成」〔上掲〕参照のこと〕。刈取後は，脱穀できるまで納屋におさめる

か，或いは稲叢｛stacks｝にされて，脱穀は， カラザ、オ＜（flails｝で連打し，或

いは馬， または牛に踏ませたO メlj取過程は，南北戦争までは小鎌＜（sickle｝に

よった。しかし場合によっては大鎌＜（scythe}, または，メlj束配列機付大鎌

<cradle I>を用いた。脱穀過程は手臼を用い飾を用いる程度で，稲束は，程よ

く乾かされてから，奴隷の頭にのせたり，田園の水路に通っている平底船

<flats＞，或L、はイカダに積載された。こうして当時の水は， いわゆる生産手

段と共に運搬手段としても充分に利用されてきた。

3. 潮汐沼沢地における 「水」 利用の発展

内側沼沢における稲作は，甚だ原始的な段階で行なわれたが，潮汐沼沢に

移行してやや進んだ技術段階の稲作が営まれてきた。独立戦争後立地転換と

関連し，稲作の技術にも種々の変化がみられる。

潮汐沼沢では，潮の満干差を利用する潅排水方式で、稲作がなされた。この

ため潮汐地域の沼沢地が選ばれ，河川流域が築堤され，排水用の水溝が掘ら

れ，幹線，或いは，水門をもっ一連の設備がととのえられた。例えば，満潮

によって水圧が自動的に水門を聞いて田圃に給水される。圃場は水深を均一

化するため，一定区劃に堤防で区分し，樋門でブkの調節をなした。こうした

方法自体は，わが国にもありとくに珍らしい方法ではない。

こうした潅i既水系の諸設備は，個別プランテイション経営からいえば，相

当の費用負担を意味していた。この方式は，潮流潅i既方式は， 1758年に初め

てウインヤー湾｛WinyohBay｝で始まったといわれる。ジョージアでは，す

でに独立戦争終了前にこうした稲作がなされており，ノース・カロライナの

ケープ・フェア河＜（CapeFear River！＞の低地帯から，フロリ夕、、のジャグスン

ヴイルくJacksonville｝周辺におよぶ河岸近接地の特定地帯にみられ，例えば，
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サウス ・カロライナとジョージアの一部では，潮の満干差は 6～7フィート

に達し，稲作作業を定期的な水矛ljに対応したかたちに調整することなど考え

られた。ジヨ一ジアにおける南北戦争前（1840～60〕の潮流稲作ブ。ランテイ

シヨン＜tide-ow rice plantation＞地域は， ほぼ 25,000～30,000エーカーあ

ったであろう と考えられている。かかる潮流潅慨方式は，南北戦争後，大西

洋岸の稲作地が，メキシコ湾岸に移行するまで，一般に用いられた基本的方

式であった。

稲作プランティションの経営は，階層分解などに基づいて，相当大規模な

生産単位として漸次発展してきており，GovernorGlenは，1760年頃に 「稲作

プランティションのための適当な奴隷数を13人と計算し，そして 1人の現場

監督＜overseer＞によって監督された」と論述した。潮汐地域に移行してから

稲作組織が明確に拡大した。 例えば， ジョ ージアの政治家であった James

Wright卿は，1771年にサヴアナ＜Savannah＞に11個のプラ ンティションを所

有したが，各々33から72人の奴隷をもち殆んど手労働によった。 19世紀の半

ば，サウス ・カ ロライナの J巴hosseeIslaldでは，あらゆる年齢を含み700人

の奴隷が存していた。 また，N.S.B.Grasによれば， 1850年のジョージアの

一つの水稲プランティションでは，1,800エーカー余の面積をもち，そのう

ち 1,500エーカーに溝渠が掘られて排水され，稲その他の諸作物が作付けら

れた。この土地の約 3分の 2は水稲，他はトウモロコシ，エンパク，および

カンショが作付けられ， 200エーカー余が高地にあって，そこには農場建物

や製粉場が設けられ，またソサイが栽培された。穀粒用の蒸気打穀機や米揚

き用の水力精米場も所有したといわれる。販売作物は，波止場に運搬され，

そこで遠方の市場に送るため蒸気船に積込まれた。そしてこのプランティシ

ョンには 700人のニグロが労働し，1人がこれを所有していた。こうした大

規模な組織的稲作プランティションはかなり新しいもので，発展には各種の

段階があり，地域的にも階層的にも多様な差異があったで、あろう 。

労働力としてのニグロの存在は，稲作史上重要な意義をもっている。この

労働力に基づいて，稲作およびその技術過程は，その特徴と個性をもって展

開をみせた。稲作技術に関する細目については，多くの個別的および地域的

差異があったが，潮流潅i既方式は一つの基本的方式を形成していたとみられ

る。
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4. 稲作経営組織の安達とその基礎構造

稲作経営組織の発達とその基礎構造について，その大要をのベる。まず稲

作耕作形態の基本的性格をみる。奴隷制時代のプランテイションは，労働様

式に二つの主要形態をもっていた。それは割当作業方式｛tasksysterゆと集

団作業方式くgangsysterゆがそうであるO この両者の聞には多数の中間シス

テムが存在した。 {task system｝の奴隷は，割り当てられた仕事を働くに対

し， {gang system｝の場合は，組頭 {Driver｝或いは， 監督。ぬder＞の下で

集団として働いた。この方式は最悪の場合は｛Driver）遠の鞭がなったという

が，＜WestIndies｝のような極端な ｛gangsystem｝は南部にはあまりなかっ

た。 {task system）は，サウス ・カロライナ， ジョージアの海岸における労

働管理の主要方法であって，稲作プランティションでは，もっぱら，この方

法が用いられた。

この｛tasksystem｝は，奴隷が，何人単位に 1日の仕事の分量が割り当てら

れ，その割り当てを完了すれば，一応自分自身の仕事ができた。例えば，許

された時聞を利用し，与えられた小区割(1～2エーカー）の畑での野菜作り

とか手工的仕事とかをなし，森林生産物で手工芸によって屋根葺板｛shingle)

などを作ってプランターなどに販売して僅かの現金をうることができた。こ

の｛tasksystem｝は， <{gang system）より 労働の自主性と彼自身の時間が，

若干でもあることから， その労働形態がやや合理的な進んだ形態とされた

が，しかしこれも本質的には奴隷とL、う立場に立つてのことである。

労働能力に応じた 1日当りの仕事が割り当てられ，この割り当ては，農業

経営の性質上，甚だ多岐であり，かなり複雑な内容をもっていた。奴隷は単

純なくりかえしの仕事にむくが，複雑な科学的思考を必要とするような仕事

には一般にむかなかったとL、う。稲作耕作に直接参加する外，人工河川の用

水の番人や精米所管理者があって，専門家で構成された。運河幹線の番人

{trunkminder）は， プランティションの用水組織を自由に動きうるように特

別の平底船をもっていた。当時用水がL、かに重要な生産手段であったかはい

うまでもない。若干の大規模なプランティションでは，左官，大工， およ

び，庭師，家庭ニグロの選抜された多数のタイプの技術者など高級熟練者と

してのスタッフをもっていた。また，ニグロのための病院があり，病院を統
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轄する看護婦長や助産婦もみられた。家庭奴隷の管理は，プランターの主婦

がしたとしづ。労働過程のことは省略するが，割り当て労働をなす＜task

system＇？が，奴隷制稲作プランティションの基本的な労働形態であったとみ

られる。

アダム・スミスが，かつてカロライナの稲作は，農場 {planter＞が同時に

農業者＜farmer＞であり地主であるため， 地代 <rent＞と利潤 {profit＞とが混

同されていることを指摘したが，これは独立戦争前の内側沼沢地や植民地東

部の沼沢地に行なわれた早期奴隷制時代の稲作を示すものである。これはそ

の後潮汐沼沢地に発達した盛期奴隷制稲作プランティションに比すとはるか

初歩的な小規模なものにすぎなかった。やがて黒人奴隷制の一環となった稲

作のそれは，上述のように潮汐沼沢地において開花したものであった。この

時代の稲作生産の具体的担い手は，いわゆるくmercantilistplantation＞であっ

て，今日の＜＇； capitalisticrice farm＞と明確に区別されなければならないであ

ろう。

このような発達した盛期奴隷制稲作プランティションは，経営組織を高度

化L，その機能的分化は一層進んでいる。ヴェ・エル・ウィリアムスが，か

つて 2極の農業用地，即ち，盆地と斜面の経営の一定条件の合理的利用につ

いて指摘したが，当時のプランティションでも一種の地目配置があって，高

地，丘陵地に作物が栽培され，森林が配置され，低地の湿地などには稲作が

行なわれており， また，一定の場所には，納屋くbarns＞，奴隷部屋，プラン

ターの住居などがあった。米は商品作物として重要であったが，同時に奴隷

食糧の自給用として全耕地のほぼ4分の 1程度が作付けられたといわれる。

その他自給用作物も栽培され，奴隷の自給菜園もあった。

こうした地目分化と共に労働力の再生産をめぐって，プランティションの

特徴とされるのは，全労働人口のうち，ほぼ50%以上が病人，妊婦，未成年

者，或いは，老齢者であったといわれ，これらの保護養育は，相当な経営負

担であったと思われる。「奴隷養殖」とまでいわれたニグロの価格の高騰は，

プランティションのうちで黒人を育ててこれを販売する目的の養育が盛んに

なってゆく。尚，他の地域から稲作地域に買入れた奴隷が，米食やマラリヤ

などに慣れなかったり，家庭奴隷の生活にながく慣れたニグロは，身体が虚

弱化し，激しい農場労働に耐えないなど多様な問題をもっていた。
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プランティションにも大小の階層差が著しく，また，地域別にも差異があ

った。 例えば，サウス・カロライナの稲作地域では（1860），中位のもので

も100人から200人の奴隷をもっ大プランティション地域に属し，ジョージア

海岸の稲作地域では，やや少ないが中位の階層でほぼ50人から80人の奴隷を

もったといわれ，他地域よりも稲作地域は大規模なプランテイション地域に

属していた。稲作プランティションの所有者の州に対する政治的発言も強か

ったという。 当時のプランターが，例えば，かつてのクーパー河｛Cooper

river）の渡船夫の息子であって，後に九つのプランティション所有者になっ

たというような，当時のくAgriculturalladder）のケースが幾つもみられる。

プランティションが大規模になり，プランターはマラリヤの猛烈に猫飲する

稲作地域では，夏期は遠くチヤールストンなどに避暑用の住居，或いは屋敷

{homestead；.をもっていた。このように経営組織の複雑化にともなって， 代

理人，支配人等のシステムを必要とし，特殊な技術者をもった。尚，現場監

督は，黒人奴隷と異り直接労働から免除され，その代り潅概用水の調節，労

働者の監督など重要な高度のビジネスが課せられた。その地位は，おそらく

経営階層に基づいて異ったとみられる。

生産力の形成にあたって，稲作大規模プランティションと中小プランティ

ションでは差異があり，その矛盾は色々のかたちであらわれた。小プランタ

ーは圧迫され，小フeランターは自ら奴隷と共に労働し，勤労農民としての意

識をもち，経営組織も単純であった。そして，そのプランティションの配置

も，大プランターが優良地に，小プランターや貧農は劣等地に配置される傾

向をもっていたとみられる。大プランターは，各種のプランティションを各

地にもつ場合，経済的優越性は一層強聞であったことはL、うまでもな L、。

U. B. Phillipsによれば， 当時稲作システムで 100エーカー以下の耕地しかも

たざるプランティションでは，相互の競争に生き延びることが困難であった

ことを指摘している。こうしてプランターと黒人奴隷は，社会階層の両極の

矛盾をもち，この両極の中間的階層としての部厚い白人自首農民などの層が

ある。即ち，最下層をなす {poorwhite），さらに｛onehorse farmer；.，最後

に｛yeoman）から巨大なプランターに至るまで各階層が存在した。こうした

もののうちで最もその社会の鍛寄せをうけたのは，経首的には非奴隷所有経

営で，それがフリー・ニグロを含めてプランターに対したとみられる。
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そうした南部社会の一環として稲作地域は，稲作の特異性として，白人の

農業者は，他の非稲作地域に比して著しく少なく，多く黒人奴隷によるプラ

ンターの経営が支配的であり，したがって，南部社会の基本的特徴としての

プランターと黒人奴隷の両極の階層関係は，一層明確な形態であったと考え

られる。やがて起ってきた南北戦争は，こうした基本的矛盾ーを一層鮮明なか

たちであらわしたといえよう 。

5. 近代的稲作経営の形成と 「水」 利用の合理的発展

かつてのカロライナを中心とせる潮汐沼沢地に発達した稲作が，黒人奴隷

を主要労働力とした盛期奴隷制フ。ランティションであるに対し，南北戦争後

に発達してきたルイジアナ，および，テキサスの新稲作地は，主として新開

発地に家族労働力を中心とした労働編成をとる，いわゆる家族経営｛family

farm＞として発達したことに、注意されねばならなし、。それは生産力の形成の

在り方に異った基礎をあたえるものとして注意される。そしてこのミドル ・

ウエスターンなどから新しく移住した家族経営としての稲作の出発は，南北

戦争後のリコンストラクショ Lイを通じて行なわれた当時の労働力，および，

資本の再編過程にあたっている。それはかつての盛期奴隷制プランティショ

ンの経首方式がそのまま形態的に再編成されてきたミシシッピー ・デルタの

稲作地や棉作地域とは同一南部とし、う環境にありながら，このように異った

側面をもっている。こうした歴史的性格は，その生産関係として次のような

形態的特徴をもって発展してゆくものと思われる。つまりその特徴とは，開

発会社などの大資本を背景とした生産手段の所有などと，それに基づく小作

関係，即ち，これらにより組織された揚水場＜pumpingplant＞と 「水」購入の

関係，農民層分解などを通じ，そこに基本的な生産関係が形成されてきたと

私は考えている。これは同一稲作経営でも，いわゆるミシシッピー・デルタ

に典型的な｛riceslavery plantation＞が，分解し，再編成されて起った分益

小作制の場合と，近代化条件においてその歴史的，および，経蛍的性格を異

にするであろうと私は考えている。この新開発地における家族経営は発達せ

る北部の穀作技術を適用し，これまでの稲作旧農法に対し，いわば画期的な

稲作新農法を成立せしめた。この新農法こそ当時の発達せる機械化体系と水

利の合理化を基礎として，かつての地力収奪農法ともいうべさ水国連作農法
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を鮮やかに駆逐した 「水田輪作農法」の樹立であった。これは後に発達せる

稲作放牧方式の基本的農法となり，これを含めていわゆる新農法の形成とな

ったわけである。

ことに新長法が， 潅lltf・排水の組繊化と，且つ， またその適用範囲の広域

なことを要望した。その結果かつての大西洋岸の潮汐地の稲作における潮の

満干差を利用した潅排水方式と異って，河川水系の広範な合理的利用として

の揚水設備の機械化は，その水の利用半径を著るし く拡大する ことに成功し

た。休閑地に牧草が入 り，この牧草を利用した家畜部門が，稲作部門と結合

して，一層完成化された新農法としてここに構成されてきたわけである。 こ

の方式は一見形態的にブリンクマンのし、う穀草式経’芭に類似しているが，交

替地が水田と牧草畑の交替であり ，放牧される家畜が乳牛でなくて肉牛であ

るとしづ特徴をもっている。こうした新農法の成立には，水利用の合理化，

科学的輪作の適用，機械化の適用のこつの総合化がで、きあがるためには， ま

ず南北戦争によって，南部が解放され，近代化条件をあたえられていること

が前提とされよう 。

わが国における稲作経首の水の共同的性質は，部落共同体の強力な紐帯と

なり，＊の共同的な統制が，同時に他の共同体の対立をもつくるといわれ

る。こうしたわが国稲作の経済構造の特質に対比し，アメリカの場合いかな

る特質をもって展開されるであろうか。

アメリカにおける稲作経営は，わが国と対比すれば，生産費にしめる潅i既

費の構成が顕著に高L、。これはアメリカ稲作における「水」の性格の一端を

しめすものといえよう 。水の支配者ーが水田の生産力を左右するといった傾向

は，アメリカ稲作においてもみられ，ことにルイジアナなどにおける稲作初

期に発達した潅i既企業においてそうであろう。

こうした稲作経営が「水」をいわゆる商業的潅説会社から獲得する場合，

一定の水の供給期聞を一定の価格で契約するものと，水の使用水量に対応し

て単位当りの水使用料を支払うものとがあるO 例えば，ルイジアナでは，分

益小作の場合，収穫物の 5分の l，種子代主小作料を含む場合は，水使用料

と合して収穫物の 2分の 1というよ うに決 定さ れる。 同州の Acadiaおよ

び，JeffersonDavis諸郡では，最も普通の水使用料は，収穫物倉庫渡の 5分

の1といわれるが，場合によっては収穫物の22%が請求される。ルイジアナ
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は1930年前後では，潅i既面積の半分がこうした潅概会社によってしめられ，

とくに今日の稲作地域としては，古い型の潅親会社的支配が強L、といわれ

る。また，テキサスの例では，早魅によって給水不能の場合でも潅i既会社に

対し一定の単位面積当り価格を，給水の有無にかかわらず，支払う必要があ

るといわれる。また，ルイジアナでは，水使用料が分益で支払われる場合で

は，収穫僅少の場合，水使用料の請求額が若干少なく考置されている。潅i既

水の購入ということが，いかに稲作経営にとって重要であるかは，その経首

費用の構成にもしめされるが，この場合， 7Kを購入している稲作農場と潅i既

設備をもっている農場（自己給水するもの〉との比較をみれば，前者におけ

る水獲得費が明確に後者よりも高くなっているっその構成割合は，階層別に

多少の差異がある。

7Kを購入する稲作農場では，経営費用のうち平均27%内外，これに対し潅

i既設備をもって自己給水している員場では，潅i既費用は明確に低く，経宮費

用のうち平均15%内外をしめるにすぎない。この調査結果では，後者が水の

獲得費が節約的である。この水獲得費は，水を購入する稲作員場では，他の

重要構成比率をしめる労働費，地代等に比しでも最も費用構成が高いのは注

目される。これに対し潅既設備をもっ自己給水する稲作経営では，労働費が

潅i既費用より大となっている。地代の負担で、は，潅｛既設備をもち自己給水す

る畏場が水を購入する農場よりも確実に少なく，経営が自立的性格を強くと

るとみられる。階脳的にみると水使用料負担額のしめる構成割合は，上層程

小となっている。これに対し，水費用負担が小となっているため地代負担額

は，階層の大きい程大となっており，労働費についてもそうである。潅蹴設

備をもっ自己給水稲作農場では，潅i既費は上層程大である。逆に地代は，水

を購入する稲作農場の場合と異って，階層の大なる程減少しているつ労働費

は同様に階層の大きい方が費用構成として高L、。こうした商業的潅i既会社の

最も支配力の大きいといわれるルイジアナ州のこの詳細な経首調査は，アメ

リカ稲作における水の性格の一端を最も典型的に示すものといえよう。他の

調査では，水を購入する農家よりも自己給水の潅i既方式をとる農家の稲作付

面積が13～15%大で安定した高い収益をえていることが示されているO 諸調

査の結果では，経営的に優位な条件にある経営が，自己給水設備を所有する

とみられ，小規模な経営や立地的に不利な農場では，水の購入をめぐって，
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いわゆる潅i既会社の収奪を一層強固にうけるとL、う基礎的矛盾の存在を示す

ものといえよう。このことは，稲作経営における階層分化をめぐる重要な視

点といえるであろう。

水に関する諸設備の拡充は，大規模な稲作経営の生産規模の増大となり，

ますます劣勢な弱少経営を支配し，統合してゆく歴史的可能性をあたえるこ

とになろう。こうして商業的潅班会社の強度の収奪に対する，おそらく独立

自営農民を中核とする対抗は，アメリカ的民主主義を通じ，或いはその他の

方法で，この強度の収奪から脱却する方向をとり，事実，公共的性格をもっ

潅i既方式がその後強く発達したのも一つのあらわれであろう。そうした方向

は，新しい地域に強くあらわれたが，その支配の古い歴史をもっルイジアナ

では，古い商業的潅i既会社の支配が多く残されているとみなされる。今日で

は商業的潅i既会社の，こうした意味で、自己給水の水獲得料と購入の水獲得料

が同等以下である場合に存立条件があるとし、う絶対支配が一定の制約をうけ

る点が注意される。

アーカンソでは，井戸潅慨に依存する割合が高く，稲作面積中ほぽ90%が

そうであり，ここでは旧来の潅i既会社の支配の余地は少ないとみられる。ル

イジアナは井戸潅概は40%，テキサスは20%，カリフォルニア10%である。

ルイジアナとテキサスの稲作地域では，河川の外， 入江から揚水するものも

あるが，カリフォルニアでは殆んど河川に依存している。アーカンソの例で

は， 20～4,000エーカー以上の溜池給水がなされるものもある。

商業的潅i既会社の水支配は，やがて私的投資の問題から，水利用者などの

内発的要求によって大きく国民経済的観点として取上げられてきたことは，

重要な歴史的意味をもっ。つまり共同的，公共的利用への組織的発展がそう

である。また最近の水利の技術的進歩は著しいものがある。こうして井戸の

利用の拡充，水利組織の公共的発展は，稲作経営の合理化と安定を導いた。

今日個々の技術，と くに労働対象に関するそれでは，世界最高水準をもっ

わが国の稲作があえて力学的労働手段の意味で，アメリカ稲作に問うのは，

経営の近代化をめぐってのこ とにほかならなL、。そしてアメリカ稲作の地域

の考察にあたって，大きく二つの稲作地域の類型がある。即ち，最も近代的

機械化経営の進んでいる「西部」と，その遅れている「南部」とがそれで、あ

る。この両者の対比は，経営規模，集約性に関連して経営の質的な機械，設
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備，潅概形態， 品額など経営技術方式にも差異がある。「西部」は経営規模

が大で高度の機械化の体系化が進んでいるが， 「南部」はこれに対し経営規

模が相対的に小さく ，前者はカリフォルニアがこれに属し，後者はルイジア

ナ，テキサス等がそうである。これは明らかに稲作発展の歴史的基盤からみ

て異っている。この両者は充分に今後追求されるべきであろう 。あえて研究

の一端をここに報告させていただし、た次第で、ある。

（農林省農業技術研究所経営土地利用部〉
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