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大案おぼえがき

一一中国の自然改造の事例(I）一一

河野通博

1. はじめに

1966年の 「紅旗」第8号の巻頭社論「毛沢東思想、領先，幹部層4帯頭」 （毛沢東忠

怨による先導，各級幹部；の率先）の l節につぎのような文章がある（日本語訳は北京

周報25号による）。

「大寒生産大隊（；！：荒ればてた山，やせた土地という自然条件：こおかれているにもか

かわらず，国家：こ資金も物資も妥求せず，つぎつぎと多収穫の農地をつくり上げ，連

続的に大豊作をかちとり，わが国の社会主義農業建設のため；二偉大な手本をうちた

て，輝やかしい道を切り開いた。かれらがよりどころとしたのはなにか。それば毛沢

東思想である。広く名のきこえた大案の人びとは，ほかでもなく毛沢東思想で武装し

た人びとである。全国が大薬：二学ぶことによって，大察式の農業先進単位が多数あら

われた。これらの農業先進単位の段大の特徴は，ほかでもなく毛沢東思惣による先導

ということである。農民（主『毛沢東思怨はもっともすぐれた革命の武器である。これ

をもって山とたたかえば，山（主姿を一変し，土地とたたかえば，土地（ま増産し，水と

たたかえば，水l土田畑をうるおし，林とたたかえば林ばおい しげり，歪風邪気（よこ

しまな気風）とたたかえば， しっかりと足をふんまえて，方向を明確にすることがで

きる』といっている」3

以上のよう：こ，大業（山西省昔陽県大築人民公社人案生産大隊）は農民が毛沢東思

想、を笑際と結びつけて学び，運用すること（活学，活用毛沢東思想）によって，劣悪

な自然条件を克服して，社会主義的農業の建設をみごとにおしすすめている典型的な

例であるとされている。河北省境lこ近い，大行山脈中の名もな＼，＂貧しい山村にすき r

なかった大実力Z，一躍全国：こその名を知られるようになったのは， 1964年 2月10日付

の人民日報が「学習大案」（大薬：こ学ぼう）とし寸社論を掲げてからのことである
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が，さきの紅旗社論，こもあったように，いま中国各地には大案；こ劣らず，劣悪な自然

条件を克服して．自力更生，すばらしい自然改造の成果をあげている村々が出現して

おり，1965年11月以来，北京の農業展覧館；こは大案式農業典型として52例が紹介，展

示されている。その村々は北は黒竜江省から南は広西壮族自治区まで，東は山東半島

から西はパミ ーノレ高原の麓，こまでわたっており，最近自治区となった西蔵や内蒙古自

治区，雲南省など多くの少数民族地区も含まれている。

わが国でも「人民中国」や「北京周報」の記事によって，大察；ますで；こ親しい名に

なってし、るしまた昨年一部の人々は大案を訪ずれてもいる。だが大家の自力更生の

過程と，どういう点が「活学，活用毛沢東思想」なのかという点では，まだ必ずしも

十分明確にされたともいえないようである。そこで北京放送局で編輯された単行木

『大家』と若干の新聞記事をもとにしながら， 「大案；こ学ぶ」運動；こ対して，大薬が

どう反応を示しているかという最近の動きまでを含めて，整理し直してみたいと思

う。

2. 旧大寒

「山高石頭多 出門就I電波 地無三尺平 年々災情多」

（山は高いし，石ころだらけ，家から出ればすぐ坂だ，平らな土地は三尺となく，

災害だけは年 絶々えぬ）

これは大察のことをうたったものだというが，大家だけでなく，普陽県全体が，大

行山脈のなかにあるだけに，まさにこのような状態であったっ音陽県（主「七城， 二

潜，一分平」と称せられ， 70%が傾斜地， 20%が谷間で．平地｛土10%しかない有縫で

ある。大家となると，さらにはげしく， 「一分平」もないのであって， 80%が傾斜

地， 20%が谷間というありさまであるつ俗に大寒の土地は 7溝 8梁：こ散在してし、ると

される。大行山脈の虎頭山から分派する 8本の稜線と，それにはさまれた 7つの谷間

とが大家の生産基盤なのである。「窮山，悪水，土地薄」と も形容されているように，

禿山で，表上（土薄く，おまけに水にも之しいのである。尾根筋の斜面畑が水利が悪い

だけでなく，どの谷間もふだんは水がなし、から，谷底の耕地も皐越が起こりやすい。

そのうえいったん雨が降ると，集中豪雨型になりやすく，谷筋は急激な出水に悩まさ

れ，谷底iこたまった土も押しながされてしまうありさまで， 「十年九不収」というの

が，ここでも恒例の状態であった。

だから耕地の単位面積当り収最も低かった。大案の党支部書記陳永質の思い出話で

は，富燥がもっていた，村でも粒よりの最上の畑でさえ反収は 7斗；こすぎず，村の平

均反収l土5斗：こも足りなかった。しかも耕地の70%までは在村地主と村外地主の手に

集中され，総戸数60戸あまりのうち地主 1戸，富農3戸， 富裕中農12戸を除いた残り

の40戸あまりが貧農と中農下層であった。陳永貴は当時黒豆 l斗，ふすま20kg，あわ

ぬか40kgで 1年を食いつないでいたという。麦飯ゃあわがゆどころか，粒l主食べられ
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なかったのである。貧農たちは農業だけでは暮してレけないので，地主 ・富農の牛馬

の放牧に雇われたり， 日雇労働や年季奉公によって半年は食べてし、かねばならなかっ

たっ陳永貴白身が貧農の出身で，大家から15kmばかり離れた石山の人だったが，父親

が大案の近くで日雇人夫：こなったので，赤ん坊のとき皇互に入れられてつれてこられた

のである。そして1920年， 7歳の年に大災害があったとき，父親は母親と娘と弟を売

り， 2人きりになってしまった。それでも借金が返せないで父親が首をくくったあ

と， B歳から牛飼L、；こ使われ， ？歳iこなると羊飼L、をやらされ， 11歳から日雇稼ぎに

出て， 20年以上も地主のためにさまざまな屈辱を味わされながら，貧苦のうちに成長

してきたのであった。

当時， 大案の総耕地面積ば802ムー（48 ha）で，それが4,700枚あまりに細分されて

いた。 l枚の畑が平均 l畝強とL、う，日本の山村同様の零細地片からななってL、たう

えに，耕土は薄く，石こ ろだらけであった。そしてこの村lこは家畜は牛 7頭， ロノ~ 8 

頭，豚が 1頭しかし、なかったので為る。家も 200部屋あまりあったが，大部分はひど

L、あばら屋であった。

解放前：こも大案！こは荒地を拓いて，耕地を増やそうと努力した人々があった。たと

えば頁挙元と頁升元とL、う兄弟は越北硲Iこもっていた 3ムーの畑の周りの荒れた斜面

を何年もかかって拓き，段畑をつくり上げた。腰も曲り，足までゆがんでしまったは

げしい開墾労働の末，やっと良国10ムーが拓かれたが，そのあいだにふとした事故で，

買升元は腕を折ってしまっていたっそれでは頁兄弟は苦労の甲斐あって13ムーの土地

持ちになったかというとそうではなかったの地主 と富農の天下であった当時，賢兄弟

は土地は妬いたものの．農業経営の資本が足りないので，地主に頭を下げて食糧や金

を借りねばならず，その抵当として血と汗を流して拓いた土地をとりあげられてしま

ったのであった。

このような苦しみに輸をかけたのが日本軍の侵略であった。抗日戦争の時代，ここ

も遊撃区に含まれていたので， 日本軍の三光政策の対象とされ，ことに1940年には40

人ばかりの青壮年がつれ去され，或る者は殺され，或る者（土生き埋め：こされたのであ

った。だが大案の人々はこれらの苦しみに耐えぬいて， 1945年；こ解放の日を迎え，貧

農たちは党の指導のもとに地主階級を打ち倒して，土地改革をおしすすめた。

3. 新大寒をめざして

1946年，全国の解放より一足先に解放されていた大案では，党の呼びかけに応え

て，互助組がつくられ，集団化によって労働力と畜力の不足を克服し，生産力を高め

ようとする第一歩がふみ出された。しかし大案におし、ても農業集団化を軸とする社会

主義農業の建設は決して坦々とした大道を歩むように行なわれたのではなく，その間

にはげしい階級闘争と 2つの道の闘L、がくりかえされたのであった。

互助組結成当時．入手の揃ってし、る富裕中農の頁正元，賢寿元らは富裕中農だけ11
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戸で 1つの互助組をつくった。かれらは貧農や下層中農の労働力も乏しい，差是具もな

し、連中と組むとバカをみるというので，かれらだけで組んだわけで， 「好漢組」と自

称してL、fニ。しかしかれらは名目は互助組－cあったが，実質；土個人経主主ーを維持しよう

としていたのであった。

こうして全村iこっきfつぎと互助組ができたが， ？戸だけ互助組もつくれないで，と

り残された炭家があった。このうち 4戸は年寄りだけ， 5 戸·~子供だけの貧農Eあっ

た。かれらは「村のなかの働き子たちはもう互助組をつくってしまったが，残された

わしたちは，年寄りと子供ばかり ， 1人前の仕事もできなL、。これで（；！：解放されたと

いっても，解放されないのと同じことだ」となげいてし、f七陳永貫；工 ニれを間L、て心

をいためた。党が互助組を組織し生産を発展させよとよびかけたのは，われわれ解放

された貧しレものが一団となって，相ともに宮俗化への道を歩むためでゐる 3 自分と

してはどうして老人や子供をみすてて，かまわないでおけるだろうか3 ことiニ老人た

ちはすべてむかし日履いや牛馬の放牧の番をさせられて，苦しL、目：ニあってきた人た

ちだし子供たちに至っては父兄を敵に殺されたために，頼るべき大人もないのだ。

おれはどうしても貧しい兄弟たちをみすてるわけにt士L、かなL、こう三考えた陳永寅は

もと一緒’こやっていた組から離れて 9戸の貧炭たち と 「老人子供互助組J （を渓娃娃

組）を結成したのであった3 「好漢になるなら，新社会の好漢こならねばGらぬ3 他

人をほったらかしにして，かまいっけないような人間が何で好漢といえるか」という

のが陳永震の気持であった。

老人子供組（以下「老少組」と略称する）が成立すると．村中がガヤガヤとさわま

はじめ議論百出のありさまであった。好漢組の連中は「老少組なんて，京劇でし、うな

ら，年寄りは馬；このれず，子供｛ま弓が引けずとL、ったところじゃないか おもしらい

芝居がみられるぞ」とあざけ仇 老少組なんて問題でないとパヵ；こしてかかったコ陳

永貴のためを思う人々にしても「陳永賃；主年も若く，力も強く ，農業技術も進んでL、

るが，何でまた老人や子供とー絡の組なんかつくったのだろう」とうわさしたc

こんなうわさも老少組が集体化の道路を歩もうとする信念を動揺させなかったzか

れらは早くから遅くまで生産iこ従事し，冬季も風雪をおかして，耕地の改善．こつと

め，正月でも畑iこ肥料を運ぶことを怠らなかった。正しく「みんなで柴を集めてくれ

ば，火もよく燃えて高く火焔が上る」という状態であった。

好漢組と君主少組との競争は，せんじつめれば，個人経蛍と集団経営との闘いであっ

た。その結果は1947年の秋になって誰の自にも明らかとなった。 1ムー当り の収量は

老少組が 150斤（75 kg）で好漢組を30斤上回り ，いままでの個人経営時代の最豊収の

年よりもよかったのである。さらに 1949年になると， 老少組の 1ムー当 i）生産量（土

169斤；こ達し，好漢組を 37斤超過 した。大築の群衆は組織の力量をはっきりとみてと

り，その冬には全村67戸のうち49戸までが老少組に参加してきた。互助組の組織が拡

大するにつれて，集団の力はさらに強まり，老少組の食糧生産量l士一年一年と高まっ
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ていったっ

1952年冬，大築工（土老少組を基礎と して初級農業合作社が成立した。半社会主義的

集団経営が始まったのであり ．やがて，l956年には社会主義的集団農業をめざす高級

合作社：こ転化してL、く。

だが，個体経営から集団経営；こゆずりわたされた資産は決して豊かなものではなか

った0 800ムーの緋地（主90%までが稜線や山腹の斜面畑で， しかも畦がなく，「三日雨

が降らぬと苗が黄ばみ，夕立が降ると，水と一緒；こ土も肥料もすっかりおし流され

る」状態で，早害；こも，水害：こも耐えられず，it纏も高収量作物の多角的経営も不可

能な痩地・cあった。

でほ大家1）生産を上昇させ，収入を増大し，みんなの生活水準を高めるためにはど

うすればよいのだろうか。党支部会の席上でも，合作社の社員総会でも，合作社の事

務所でも，社員たちの共同食2主でも，いろいろな議論がまきおこされ，討議が行なわ

れた。陳永貨は党の話を聞き，党の方針を検討した結果，水土保持を中心とする山地

の基本建設を積極的に推進し，土地の姿を変え，傾斜地を水平な段畑：こ改造し，ふだ

んは水の流れない谷間を肥えた耕地にすることこそ，まず子をつけなければならない

仕事なのだと考えた 2 このよ うな白然改造事業は旧社会において実胞不可能だっただ

けではなく，個人経営や互助組の時期；こも．他人が邪魔するのをおそれたから，統一

計画は樹てられなかった3 だが，集団経済：こI！＼.、った現段階でI！，統一計画を樹立

し実施する条件が生まれてきたのであった。

陳永貴；；：大衆Jこ向かつて自然改造の必要性を説し、て凶った。かれはし、う。 「山村、二

I！山村でよい所があるコ谷が多ければ，それだけ傾斜地も広く ，潜在生産力も大きい

のだ＝深い谷！こ寝堤を築けば，泥がよくたまって， 『剖金似j ：こなる（金を こそぎと

る板のように，肥えた土がたまって， 良回が生まれる）。山の斜面は内側を削って，

外側を埋めれば，よい段畑になる。水流がなくても，洪水を蓄わえれば，用水の心配

もなく ．耕作ができる」と 2

村人のなか二（土昔の頁挙元兄弟の苦労のことをし、L、出したものもあった。しかしか

れらの苦労が報いられなかったのは地主 ・富肢の天下だった旧社会だったからで，い

まはすで；二地主も打ち倒され，60戸の農家が一体となった農業合作社が生まれてい

るつだから「このよう．こ大集凶：こなったのだから， どうして これくらいの山を治めら

れない ことカ：あろう」と元気よく陳永貴の発言を支持する人々も多かった。かれらは

ほとんど貧農か下層中農だった方だが反対に， 富裕中農など一部iこは 「山は高い し，

谷も深L、。全社をあげても l人前の労働力をもつものが50人をこえないようなこと

て一体何年たったら建設が完成するだろう」と不安がる人々もあった。また「開墾

の道具といっても，つるは しすき，破れかごと天びん棒しかないではないか」と器

材の不足を理由｛こ事業の成功をあやぶむ意見も出された。

陳永貴（土「機械はないが，人間と天ぴん棒がある。人間が土をかつぐ気になるな
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ら，人と天びん棒とで大家の禿山も姿を変えさせることができるはずだ」と主張し

また「山がさらに高く，谷がさらに深くても， 1つの山を治めれば，治めるべき山の

数は 1つ少なくなるし谷を 1つ治めれば，それだけ治めるべき谷の数も減少するの

だ。 3年でだめなら 5年， 5 ＇.年でだめなら 10年かかってもやり抜こうじゃないか」と

説L、てきかせた。正しく「J号、公山を移す」意気込みであった。

山地開発は最初に計画が提出されたときから村民全体が望んでいたことではなかっ

たから，自然と闘う前に，このような一場の，思想闘争が行なわれねばならなかった。

皆の思想が統ーされていなければ，皆を動員して労働させることも不可能である。治

山治水とし寸大事業を行なうのに，群集をたち上がらせなけれIf'，どうして事業が完

成でき ょうか。陳永寅はまず党員が先に立たねばならぬと考え，また貧農 ・下層中農

；こ依拠しようと考えた。土地改革以後陳永貴は常に貧農 ・下層中農と団結を固くし

何か事が起こるとすぐかれらと相談していた。この村にばかれと一緒；こ年季奉公をし

たり，日雇レをしてきた老貧農 ・老雇農が20人余りもいたのである。かれらに相談す

ると，かれらは「やろうじゃないか，おれたちの村には労働力もあるし，土地も家畜

も農具も あるのだから」と支持してくれた。

こうして何度も，何度も意見を出しあったあげ し 党員の思想が統ーされ，幹部の

思：慢が統ーされ，っし、に全組合員の思怨も統ーされて，大案（ま自分たちの生産力を伸

ばして，社会主義建設に貢献するため，村をあげて，水土保持の大建設事業にとり組

むこととなり， l953＇.年秋治w治水計画が策定された。こうして大家の「風水」を改造

する戦は1953年冬に第 1戦を開始することとなった。

7つの谷のうち，白蛇溝が最初に征服すべき目標に選ばれた。党支部書記賀来恒，

合作社主任陳永貴，支部委員貰進才らの幹部を先頭に，50人の「鉄人」たちは白蛇溝

；こ挑んだ。寒風は身を切り，氷j商がたちまち凍りつくほどの厳寒のなかで，大案の人

人は満身汗みどろになって，大自然と闘った。かれらは毎日夜が白むころには村を出

て，星がまたたきはじめてからやっと仕事を終えた。食事も休息も現場でとったc こ

とに陳永貴は 4人の貧農をひきつれて，段畑の石垣っくりの先頭に立った。 150kgの

大石も 2人が力を合わせて，ひとふんばりする と， 石垣の上に積み上げられた。石こ

ろのするどい角は寒さにかじかんだ手の皮をやぶって血をにじませたが，陳永貫（また

き火にもあたらず，何ごともなかったように仕事をつづけた。

骨身を惜しまぬ陳永貴の働きぶりにはげまされて，組合員たちもみずから進んで 2

人前の仕事をやってのけた。 71歳の買金元老人も，幹部が「老人は村に残っていてく

れ」と頼むのも聞かないで，谷にはいって若いものと一緒lこ休まず働いた。ひげの上

につら らがたれさがっても，老人は「わしは開墾の仕事は大好きじゃ。 1人でもやっ

てみせるし，賃金なんかもらわなくても，ただでも働いてみせるぞ」という大変な意

気込みを示した。

こうして大家人は 1ヵ月半で一息に 7つの石造壊堤を白蛇溝に築き上げ， j来い谷間
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；こ 3ム の良出を拓き，谷フコ両斜面の12ムーの耕地の；J<.土保持を完成した。拓かれた

土地（主少なかったが，谷の斜面Iこある畑（主段畑化されたので，その地力：土高まったつ

もともとこの斜面畑：ま内側が外側より高くて， I菊が降れば水も肥料も流れっぱなしの

うえ．二， 1伎の而積も小さく，耕作lこ不便だったェそれが 1枚の面積。大きし、水平段

畑の良川二変わったので，大案人lま大喜びで，笑いがとまらなかった。白書E溝は合作

溝と改名されど三大家人（土集団のよさをつくづくと感じ，自分たちの力量；：こ自信をも

つようこなったがら，こう改名したのである。

白書E海をせざとめた大家人（土勝ち！こ乗って，さらに前進をつづ：ナ，1954年の冬から

1955年の春こかけて，后底i芯在牛道溝，念草溝，小北硲：廷の 4つの谷をせきとめ

た。だが物•_a::; t、つでも順調tこはこぶとばかぎらなし、。大案人，； 6つ円の闘い Cl良寓

掌の谷をせきとめる閥L、）色 2度にわたって，連続して失敗をなめることになったの

であるつ

狼；笥掌（士大家でも一審大ぎな谷IHJであって，社員たちは黒老心i存とも呼んでいた。

この谷：土長さ 3里（l. 5km），幅 2丈もあり，毎年暴雨の季節。こなると，山津波がたず

なのはずれた野馬のように自由奔放’こ荒れ狂うので有名であった。

1955平冬。 58人が狼寓掌J）谷：こ進んだコかれらはー冬と一容をか：すて， 25条の石の

堰i是を築之大誌の土を投入した。狼筒掌の谷はこうしてまtを何層も茂みかさねたよ

うな段畑！こっくり変えられた‘ところが第 2年目（1956年）の夏，思いがけないこと

に，大夕立こよって石庭：士あとかたもなく押し流されてしまったのである。

1956：手冬，かれら（土前回。失敗から得られた教訓｜を総指し また隊伍を整えて， j良

潟掌：こ向かつて進軍したz今t支；主第 1年度の失敗。こかんがみて，堰堤の基礎をさらに

j奈く掘り下：F，使用する石ももっと大きいものにした。また洪水の衝撃を考慮して，

上流の部分Iニ広さ 1ムー，深さ 2丈のダムを作った3 工事告完了したとき，人々は

「今後こそ大丈夫だぞ」と活り合ったものであった。だが，案：こ相違して. 1957年の

夏の雨．まさらに強くて，山津波ももっとはげしく押し出してぎた。ダムは崩されてし

まい， 25本の石造堰堤もあとかたもなく押し流されてしまったっ 1冬 1；春をかけての

せっかくの労働：土ふたたび足駄。こなってしまったのである。

富裕中段たちはもともと自分たちの所街地だけで生計をたてられたし，集団化のの

ちも谷をせきとめて自然改迭を行なうという決定：こは不満をもっていたから，がやが

やとかげ口をたたきはじめた。 「千日かかって切った柴も一度火事；ニあえばたちまち

燃えてしまう 0 l冬苦労した所で， l，、っぺん大水が出たら押し流されるまでだ」とい

うものもあれ：i, 「お前たち（貧農 ・中皮下層のこと）のあと：こくっついてまる 2冬

寒い目にあわされて，もうこりごりだ。これからは家にいて，のんびり冬をこすよ。

賃金をもらわなくても L六、から，谷のせきとめにはもう出かけるのはし、やだ」 という

ものも出てきたっ

階級の敵人たち（富農 ・地主たち〕 i:n、まこそチャンス到来とみて，大衆の不満を
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あおり立て，デマを飛ばしはじめた。 「人には人の道があり，鬼（幽霊）；こは鬼の道

がある 3 水：こも水の道があるのだ。こんな大きな谷をせきとめたら，水（主一体どこに

流れたらよいのだ。（流れる道がなL、から洪水にな るのじゃなし、か）」とか「人は水と

関わな 1，、し猫l立犬とはけんかしないものだっ人間iこはしなくち宇ならんことがし、っ

ぱいあるの；二，何で好さこのんで竜王織とけんかするんだ」とかしゃべりはじめたの

である乙もちろんかれらは，社会主義体制を破壊しかれらにとって都合のよかった

旧社会の復活を念願してL、たのであった3 富裕中農もまた，現在の困難な条件；ニおび

えて，現状縫持を主張しはじめたのである。

この困難な日々，大案でだれよりも苦しんだのは陳永賃であった。旧社会で苦労と

し、う苦労をなめつくし解放後は大家人の先頭Jこ立って，社会主義建設の闘いを指導

してきたこの党支部害記ば，心から全村の生産が高まることをこし、ねがって狼寓掌；こ

挑んだにもかかわらず，事志とちがって， 2 I支までも村の大衆、こ；Jくをぶつかけるよう

な結果を生んで しまったのであるc かれは毎日夜があけると 1人で狼笥掌の谷；こ行っ

ては，坐 りこんで，きせるをくわえながら，思いめぐらした。 「どうしても退却しなけ

ればならないのだろうか」。かれl土地主や富良がふてぶてしい笑いを浮べてL、る顔を

思い起こした。また旧社会で貧しい人々が苦難にあえいでし、た当時の情景も思し、浮べ

たA いまここで返却することは敵人をよろこばせ，やがては旧社会の苦しみを再びも

ちこむことになって しまう 。「そんなことは断じて許せなし、」。陳永買ーは村iこ帰って，

党員大会を招集 し，自分の思い定めたことの趣旨を説明し，大衆討議：こかげたっ裏目苫

奮悶のなかξ成長 してきた大案ゎ党はたちは立派だった。かれらの考えも陳水質の5与

えと期せずして一致してし、たっ 「おれたちの歩んでし、る道は前人のまだ歩んだこ との

ない道なんだこ転ぶのを恐れてL、て1LJ＇こ登れるもの かニ狼潟掌から撤退して，みんな

の革命的鋭気をくじけさせては絶対：こいけなL、。階級の敵をよろこばぜ，党と集体経

済；こ泥をぬるような真似は絶対；こできないリ。

貧農・下層1jl農と の座談会も熱をおひγニ。 「おれたちは竜の仲間だ。地主・富良のよ

うな熊の仲間；こだれがまけるもんか」 「苦労をおそれたり，いやがったりするのは地

主と ＆！；！畏じ宇なL、か」解放によってはじめて翻身できた貧農や下層：!J農たちのあいだ

にも，ここでおめおめとひきさがってはL、けなし、 とLづ気慨があふれてし、たJ そして

党支部の筋金はさらにしっかりとしてL、たっ陳永貴；主感激の余り涙をたたえて， 「力

強い味方を得fニ」とょうこんど。

幹部たちも 「狼寓掌の失敗はわれわれの責任で，皆の責任ではなし、。計画が周到で

なかったのだ」と率卓：こ自己批判した。確かに大案の幹部にはこれまで，試験してみ

て失敗するのをおそれ，あやまちをおかして批判されるのを恐れるという悪し、気風が

存在していた。だが失敗してもはずかしがる必要もないし，あやまちをおかしても批

判を恐れてはならなし、。以前に経験したことのない事柄を実行する場合には手本とす

るものもなL、。 1つ 1つ試みてみて，その成功と失敗の教訓を吸収しつつ，実行する
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のみである。陳永貴たちはこのことに気づいた。

大案の人々は狼禽掌の堰堤を 1；本ずつ検査し，用水路も 1；本ごとに観祭して，その

欠点を調べ，対策をさがした。何度も観察と研究をくりかえ しているうちに，失敗の

原因は次第に明らかになった。もと もと谷をせきとめてし、た堰堤は直線状であった

が，これでは水を与える力が弱く，一度大水が出るとすぐおし流されてしまったので

ある。そこで 3度目には堰堤をアーチ形にすることにした。また堰堤に積み上けoる石

も，ノj、石を用い，石灰衆を注ぎこんで固めることとしたのである。

1957年の冬，いよいよ第 3回目の狼寓掌に挑む戦が開始された。今度の仕事の量は

前2回：こくらべてもっと巨大なものとなった。谷全体に32本の大壊堤を築き，一番大

規模なものは高さ 2丈 5尺：こも及んだ。注ぎこんだ石灰の量も 30I l二達した。 堰堤用

の石（士山上で切り出し山上から運んでこねばならなかった。また数万刊の土が押し

流されてしまっていたから，数万m3の土をもう一度新たに運んでこねばならなかっ

た。これだけの工事を人間jの両手と両肩にになった天びん棒：こ頼って行なったのであ

っfょ。

計画がL、ったん公示されると，合作社の社員たちは争っ て第一線に出ょうとした。

17組の夫婦がともに谷；こはL、り， 7軒では全家族が参加した。一人前の労働力をもっ

た人がる0余人しかないはずの大案で， 70余人が仕事に出たのであった。

大案で最老年の党員である頁進才は陳永貴同様，貧農の出身で，幼少から地主に酷

使されて育った人だが，農業生産会作社の成立以来，かれの手にかかった羊や牛はま

るまると肥え太った。そして自然改造が始まると石を伐 り出す仕事を受けもった。今

度も買進才は石材伐り出しの任務をおびて，夜明けの明星とともに家を出て，寒風吹

きすさぶ山の上で，手を血；こ染めながら，黙々 と伐り出 しをつつ’けた。

作業を始めて10日目に大雪が降り， 1尺ばかりも積ったが，買進才は平日同様，朝

早く起きて，符をかついで山にのぼった。石切場の雪を掃き落とし氷をくだくと，

かれはまた玄翁とのみを手に石伐りにとりかかった。日が上がってから現場にやって

きた組合員たちが，弁当をはこんできたが，開けてみると，もう飯は凍って，氷が張

ってL、fこ。頁進才がそのまま食べは じめたので，組合員たちが火をおこして温めよう

というと，かれは「これぐらいのことは何でもない。わしは貧LL、家に生まれ，苦労

して大きくなったから，そんなぜいたくはしたことがないのでね」と答えた。社員た

ちが寓進才の気慨に深くうたれ， 「買おっさん，あんたがL、っか寿命を終えたときに

は皆で頒徳砕を建てよう」と いう と，かれは笑いながら， 「狼富掌の擢堤はみなわし

の石碑じゃないか。もう立てる必要はないよ」といった。

貰進才だけでなく，大案の人々はみな積極的に働いた。第 1生産隊の梁変良隊長は

じめ 4人の積極分子は膝を没する大雪のなかを石をかっし、で谷にくだった。雪だるま

のようになりながら，皆が宮関したので，大雪の日にも予定のノノレマを超えて仕事は

lまかどった。
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望書天も積雪も恐れず，大家の人々が努力した結果，予定より 3日早く， 27日間で任

務は完了したc 大自然が大案の人々に対して設けていた最も堅固な盗塁もこうして攻

略され， 1963年の未曽有の大洪水にも狼寓掌の寝堤はびくともしなかったのである。

白!ft潜との闘し、から狼寓掌の攻略まで 5回の冬と春がすぎ去った。この 5年間に．

大寒の人々は 7本の谷の革命をやってのけ．総延長7.5kmにのぼる180本あまりの大堰

堤を築き．山を掘り割った用水路を 2本と 2つのダムをつくり， 3,000余りデ魚鱗坑

や蓄水地を掘ったコ 300ムーの傾斜地が水平段畑に変わり， 4, 700枚あまりの畑は

2,900枚に整理された。さらに 80ムー余りの畑が新たに拓かれたっこれだけの仕事を

100本余りの手が，何一つ近代的土木機械の助けを借りないでやってのけたのである。

その代わり．この 10日本あまりの子は節くれ立ち，厚い皮におおわれた「鉄掌」とな

っ7こっ

4. 科学に向かつて進軍せよ

大案l土以上のように食糧増産のため，まず自然改造広向かつてとり組んだ。そして

それは確かに一定の成果を収めたのである。

大案ではむかし：最も収穫の多い上畑というと，富農の買承恩が絢銀士当とL、う所にも

っていた畑で＼ 1ムー当り 100～150kgの収量を示していた。だが自然改造後にはどの

畑もこれを超える収量を示すようになった。そして一部には公然とではないが．内輪

では「もろこれ以上増産することは神わざど」とつぶやくものも現われた。いままで

の成果に満足して，それ以上の発展を官険だとしてあやぶみ，古い方法に安住しよう

とするフgチフツレ的傾向がまたもや現われたのである。これを打破することなしにはさ

らに一歩を進めることはできなL、。自然改造にひきつづいて行なわれた技術革新の場

におレても，また革命的な闘いが必要であった。しかもこの革命闘争では武器をふり

まわしてもしかたがないし大衆集会だけを開いてみてもしかたがないのであって，

ただ 1つの路は事実を示して，群衆を納得させることしかなかったのである。

そこで．陳永賞たちはまず試験回をつくり，新技術の成果を実証しながら進むこと

にした。そのころ県の農業技術推広姑（改良普及所）から「白髪病にかかった粟稗を

家畜に食べさせると．その排十世物のまじった堆肥から作物に白髪病が伝染するので．

食べさせないように」と Lヴ注意があった。農民たちは半信半疑であったが，陳永貴

l主早速自分の畑の 1枚でもっぱら白髪病にかかった莱稗の堆肥を肥料にして粟をつく

ってみたcすると粟がすくすくと伸びる時期になって，80%までが白髪病にかかって

しまったのである。農民たちはこれをみて科学に対する信頼度を高め， 「保守思想を

もっていると革命に遅れるぞ」と新技術を進んでとり入れはじめた。だが今度はそれ

ぞれの土地の固有の条件を忘れて，むやみに新技術をとり入れようとする教条主義的

偏向に陥り，かえって生産力を低める例も出てきた。この失敗にこりて，また保守的

な傾向に逆もどりしようとする，あつものにこりてなますを吹く人々も若干現われた
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が，多くの人々は「赤ん坊がよちよち歩く練習をするときはよく転ぶものだ。失敗し

てはじめて上手な歩き方がわかる」といってへこたれず，新技術が自然条件に適する

かどうかを自分の手で確かめはじめた。

大案農業の科学化はこうして全面的にくりひろけ’られることになった。1958年に人

民公社が成立したが，陳永貴はもとより，大察生産大隊では大隊長も，生産隊長も，

社員も自分の試験回をもち，新技術をそれぞれの土地の条件に適合させる方法の研究

が積みかさねられた。また場所によって条件がちがうということから，谷底の畑だけ

でなく，傾斜地にも，稜線上の畑にも試験闘場がつくられた。

1958年lこは燐酸肥料が増産に効果的だという ことを聞いて施してみたが，その年は

さっぱり効果が上がらなかった。1959年には堆肥にまぜて使ってみたが，またうまく

L、かなかった。 1960年には人糞や家畜の糞尿とまぜて，水を加えてみると，ょうやく

効果が出た。 1961年には40日ばかり放置して醗酵させたのち施こすとさらによい効果

を得た。 5～10%の硫安を添加していっそう効果をあげた。このような試験は幹部に

も一般社員に対しても教育効果が大きかった。

そのほか密植がよいとされると，まず反当何株が一番合理的であるかを知るために

試験が行なわれた。品種改良も試験回でまず行なわれ，それから全体におしひろめら

れた。点から面へ拡大する政策がとられたのである。また以前には谷間の肥えた畑に

とうもろこしを植え，傾斜地にはあわを植え，稜線上のやせた畑には豆と高梁を植え

ていた。だが自然改造が進み，地力が高まると，反収の多いとうもろこしを傾斜地に

も植えることができるようになった。だが，そのままではあわや豆の栽培面積が減っ

てしまう 。1957年大案では，とうもろこしの播種面積を200ムーから400ムー余 りに拡

大し，豆の播種面積を80ムーから 5ムーに減少させた。あわの作付面積も大幅に減っ

た。こうしてとうもろこしの播種面積を拡大することにより，食糧生産量は総計20万

斤余（ l斤は500g）から40万斤余に増大できたが，新しし、問題が生まれた。大案の人

人は年聞に豆の消費量が多いので，これでは豆が足りなくなる。 「この計画は食糧生

産量の増大だけを考えて，民衆の生活慣習を考慮、していないではなし、かJとL寸 意見

が出された。これを解決する方法が試験を通して考え出されてきた。間作 ・混種であ

る。とうもろこしのあいだには大豆を，あわ畑には小豆を間作し，高梁のあいだには

からし菜を植えた。畑のへりや畦lこは瓜や月末を植えてみた。その結果とうもろこし畑

では豆がとれただけでなくて，とうもろこし自体もよ く成長した。野菜を植えた所も

好結果を得たコこうして黒大豆，からし菜，瓜，麻の 4つはすべて間作することにな

った。これを「四不専穫」と呼んでいる。以前には支畑だけで80ムーもあって， 1万

斤の豆が収穫されていたが，いまは 500ムーのとうもろこしの畑の間作で2万斤の豆

を手に入れているのである

ところで大案の耕地は零細な地片が散在している。この耕地のすみやはしを使うこ

とはできないだろうかご計算してみると大察には 2,900枚の畑があるが，その 4隅と
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3辺に 3株ずつ植えるとして，全体では6～7万株の作物をつくることができる。こ

れは30ム一分に当たる。 800ムー余りしかない大案にとってこれはたいへんな面積で

あり，幹部も社員もびっくりした。このような畑のすみと各辺（辺と塙に分かれる）

をむだにしないというので「三不空」と呼ばれる方法で，さらに土地の集約的利用が

可能となり，生産隊には春・秋のまきつけ時には三不空専門の作業員がおかれること

になった。

もう lつの耕作技術上の重大な変化は移植であった。大案のような山村では人家か

ら離れた畑比鳥獣の被害が多く，ことに若いあわの苗が荒らされやすし、。そこで余分

の苗を育てておいて，雨のあったときに，苗がなくなっている所に補植していくこと

tこt.r.っfミ。

あわ苗の移植試験に成功すると，つまに麦刈りの終った麦畑にあわ苗を移植する実

験を試み，これに成功した。こうして大案の一部の耕地は 1年 1作から 2年 3作に変

わった。あわが移植可能なら とうもろこ し，高梁の移植はどうか。1960年からこの研

究が始まった。そして烏害などで欠箇になっている地点への移値に成功し，土壌条件

による移植方法の相違点も明らかにされた。

貧農・下層中農を中核とする大案農民の農業の科学化はこのように年を追って盛ん

となっているが，そのなかに脈々と実践論の具体的適用と L寸精神が流れており ，そ

して実践の過程における保守主義，プチブノレ的利己主義との闘いにおいて， 「一分為

二」としづ考え方の正しさも体得されていることはL、まさらくだくだしく説明するま

でもあるまい。

5. 自力更生，奮発図強

1947年，老少互助組の lムー当り食糧生産量が 150斤であったことはすでに述べた

が， 1953年初級農業生産合作社ができると， 1ムー当り食糧生産量は 240斤にのぼっ

た。 1956年は高級合作社が結成された年だが，この年には 340斤に増加し， 1958年公

社化の行なわれた年には543斤， 1962年には774斤にまで高まった。 1947年当時の 5倍

を超える増産ぶりであった。 したがって国に売り渡す公糧の量も 1947年の 4万5,000

斤から1959年以後毎年24万斤と約 7倍に増加した。 1953年の合作社結成から1963年ま

での11年間に大薬は総計175万8,000斤， 1戸当り 2万2,000斤（11t）の食糧を供給し，

社会主義建設に貢献したのであった。

だが， 1963年，大家は前後 7回にわたり，阜害，水害，風害，雪害等の災害を蒙

り，ことに 8月の洪水はきわめてはげしいものだった。

8月2日から8日まで 7日7晩， 天地をもくつがえすような大雨が降りつづいたっ

この 7日間に1962年の年雨量に等しい雨が降ってしまったのである。これは最近 100

年間に一度もなかったほどの大水害であった。雨もはげしく，風も強く，狼寓掌を除

いて，大家の人々がこの11年来築き上げてきた 100本余りの石造堰堤はすべて押し流
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された。何層もの段畑もくずれて大きな谷．こなってしまい。畑（主表土を失って赤い石

が板のように露出した。作物も倒されたり，押し流されたりして せっかくお椀ほど

実をつけるようになったリンゴの樹までも横倒しになって空中に根が現われてしまっ

たコ耕地総面積の22%が山津波のために破壊された。 しかも その大部分は谷底の肥沃

な畑であった。道路も寸断された。家のほうも極度の破壊を受けたコ 140の窟洞のう

ち113がつぶれ， l25部屋の家屋のうち77部屋までが倒されたさ

大案の人々は狂風暴雨の 7日7夜，泥のなか，水のなかで闘った『青年たちは佳ljれ

た畜舎から23頭の大家畜を救い出したと思うと，休むまもなく 食糧倉庫から食縄宏

はこび出した。漆黒の闇のなかを危険をおかして 2時間ばかりで 15tの糧食をやっと

かつぎ出し終ったとたんに，食糧倉庫にあてていた窟洞の大天井が裂けて，大音響と

ともにくずれ落ちてきた。家の残った人々は．家を失った人々のために，進んてe家の

なかで一番安全な部屋を提供し．不安な数日をかt:fl、合レ，助け合いながらすごしたc

陳永質はちょうど昔陽県に出張してL、たが，雨が小降りになるとすぐ句濁流のうず

まく河を越え，泥まみれになって帰ってきた《長い年月別れ別れになっていた肉親に

出会ったように，みなは永貴をとりかこみ，口々に，作物の大被害や家屋の倒壊を知

らせ，指示を求めた。 11年にわたって営々と築き上げてきた成果をうばL、去られて，

永貴もまた断腸の思いであったが，闘し、のなかできたえられてきた，この党支部書記

は，いまはみなを落胆させるべきではなく，気持をふるい立たせるべきときであξ ニ

とを知ってL、たので，まず人間に異常がなしーニとを確めたのち， 「人間がそろっ℃L、

ること」土たいへんよい ニとだの山は人間がタ：礼、たのだし家（士人問が建てたのだο 人

聞がL、るのなら，いっさいがあるのも同然だ」とはげま したゐ

大家の人々も集団経済のなかできたえられ，二度と大自然の奴隷になろうなどとに

思ってし、なかった。党支部の指導の下三かれらは自分の力で再建に立ち上がったの

である 県人民委員会や公社からはっダつぎと電話がかかり，慰問iニやってきた。救

援物資や現金も送われてきた、解放前の旧社会ではいったん災害；ニあえば妻子は厳散

し 家がニわれ，人が死んでも慰問にきてくれるものもなかったし，被災者は個人の

才覚で生活をたて直すほかはなく．救援物資も再建資金も何ーつもらえなかった。興

在は国も公社も積極的に再建を支持し細かし、と ころまで配慮してくれる竺かれらは

それを涙を流して感謝したが，支援の金品を受けとろうとはしなかったc かれらは災

害を受けたのが大案だけではなく 兄弟公社や兄弟大隊のなかにもっとはげしし、被害

を蒙ったものがあることを知ってL、た。さらに苦しい兄弟たちに国家の支授を回して

もらおうと決心した大築大隊（士「三不要」の方針を樹てたっ

国家の食糧，資金．物資の 3つを受けとらなし、で，自分たちの力で再建しようとい

うのである。 緊急救援物資や医療費を断っただけでなく，最後に国が l,00口元の救災

資金を支出したとし、う通知があったとき， またもやかれらは 「昔の道をい くつもり な

ら，国の慢助を人にゆずったりはしません。だがもうわれわれば十分困難を克服で主
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るのですから，国に対して金をくれと手を出すことはできません」と断った。

こうして大家の人々 は集団の力に依拠して抗災闘争に立ち上がった3 このときかれ

らはまた「三不少」というスローガンを掲げた。国家に対する食糧供給は汁画どお り

達成して， l kgも減らさない，公社の社員の自給食糧も減らさない，社員に対する収

益の分配も減らさない，というのであるのこのスロ ーガゾはみなをはげまし 意気は

さらにあがったc

人々は倒されたとうもろこしを 1本 1本立て直して，根元に土を盛ったっ茎の弱L、

あわは幾本かずつを束；こして， 立ち｜宜らせた。作物が押 し流されてしまった土地には

秋野菜の種をまいたっ村のなかではわーを切る人，鋸を使う人が休む間もなく立ち働

き，木材や瓦や練瓦をはこぶ車馬がはげしく往来した。

収穫時，こなってみると， 応急措置モ生き返った作物は 1ムー当 り745斤（372kg) 

という 1962年に次ぐ収量をあげ，大業大隊の食糧生産量は42万斤に達し，計画どお り

国家lこ24万斤を供給し，自給食糧も不足 しなかった。住宅のほうも被災後 3ヵ月で40

室の瓦ぶき住宅と20の石造窟澗をつくり tげた。 8月に被災したのち，大案では全員

で「3年で住居を復旧し，5年で土地と生産量を回復する」計画を樹てたのであるが，

1964年春lこは住居問題はまったく解決し白然改造の土木工事も大きいものはすでに

全部でぎ上がり，被災した土地も 4分の 3が回復していた。そして修復の過程で，大

案には 1枚15ムー（約 9反）としづ大きな耕地がっくり出されたのである。大災害以

前の最大耕地は 1；枚5ムーにすぎなかったのだから災害はかえって大家人の自力更生

の闘志をかきたてる役割を果たしたのだといえるのである。

陳永貧は自力にたよって災害にうちかつこ とには10のよい点があるといってL、る。

第 1に社会主義建設に対して有利であり，第2に集団経済によっても有利であり，第

3に個人にとっても有利であって， 人に依存する気持（乞食根性）をなくする ことが

できる。第 4に労働人民の志気を高め，地主 ・富農など階級の敵のつけ入るすきをな

くすから，階級闘争にとって有利である。第 5に幹部たちが困難に直面して，解決方

法を考え，自分の主張をはっきりさせられるから， 幹部にとっても有利である。第 6

に後進が先進においつく勇気をふるし、起二すことになる点で有利であり，第 7にひき

つつ・き先進の旗を高く掲げようと努力する点でも有利である。第8に集体経済の有利

さを知り ，自力で災害を克服したことにより勇気をもつから，生産の発展にとって有

利であり，第？に人民公社の発展にと って有利であり，第10に社員の団結にとっても

有利である。このうち第 6と第 7の問題についてつぎに考えてみよう 。

6. 比，学，超，都，超

すでにみてきたよう に， 大家の自力更生活動は兄弟公社，兄弟大隊に対する深い思

L、やりと結びついている。これはもちろん大家だけにみられるこ とではない。 各地の

労働者 ・農民のあいだにみられる，すぐれた資性となっているし，ニのような精神を
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基自主として， 「比べ，学び，追いつき，助け合い，追いこす」いわゆる比 ・学 ・超 ・

務 ・超運動が全土に展開されている。この運動のなかで先進地域はその光栄ある先進

地域としての旗印を守ろうとするが， それは他地域を出しぬいたり，足をひっぱった

りして独善的な行動，利己的な行動をすることではなし、。このような助合いを拒否し

た活動は人民中国では先進性をもたないことになるからである。先進地域は後進地域

の発展lこ心からの協力を惜しんではならないし後進地域もまた先進地域に学びつつ

な先進地域にもたれかからないで，全力をあげて先進地域に追いつき，追い越そう

とする。大家はこの点でも模範的な先進単位であって． 「一支紅花不算春，万紫千紅

才是春」 （赤い花が lつ咲いても春とはいえなL、。千紫万紅，色とりどりの花がし、つ

（；＇.＜.、に咲き乱れてこそはじめて春といえるのだ）ということをよく認識していたので

d・.，，
詞〉句。

大築と同じく虎頭山の山ふところに抱かれて井淘としヴ生産大隊があり，両村は約

4kmしか離れていなし、。 1959年昔陽県ーでは労働模範大会が開かれ，その席で賞品が渡

された。大家は大きな紅旗と牛 l頭をもらったが弁淘は白レ子豚をもらっただけであ

った。井淘大隊では早速その晩から会議を開き，大築に追いつくことを決議し，党支

部書記の越銀全は山を越えて陳永貴に会いにいった。「永貴，おれたちはきみたちに追

いつかねばならなし、」。陳永貴は快心の笑をたたえて「よしきた。君たちが追いつこう

と決心したのなら， おれたちは助けることに決心する」。 そして陳永貴は越銀全に必

ず第 1に自然を改造し地力を高めるようにすすめたっ越銀全の報告を聞いて，井淘

の公社員は「どちらも虎頭山下の農民だ。大築が到達できた水準にわれわれが到達で

きないことはない。大築は自の前の活きた手本だ。必ず大築に学んで，大案に追いっ

こう」と奮い立ち，一冬で に200ムーの零細耕地を水平段畑にっくりかえた。陳永貴

は翌春，弁淘；こきて仔細に調査したうえで， 「よし土地はすっかりよくなった。これ

なら増産できる。土地がよく，人心が団結していれば， 3年たたないうちに大家を追

い越すわレ」とほめたたえた。井淘はさらに大築から，矯種や間作の方法も学んだ。

陳永貴はこのときも地域の条件に応じて（因地制U'.§:）技術を活用するよう助言した。ま

た井f勾が肥料不足に悩んでいたときには肥料を送ってやったこともあった。こうして

食糧の 1ムー当り収量が1959年279斤だった井淘は1960年には400斤， 1962年には 505

斤にまで増大するに至った。そして1963年の大災害のときも大案人の自力更生方式に

学んで， 「抗災も大寒に学ばねばL、けないぞ」と，ともにはげまし合いながら再建に

つとめた。大築が井淘を助け，井淘が大塁走lこ追いつこうとする状況は比学超務超運動

の立派な手本であり，山西省の農村はこれにみならって， 「一帯二」運動を全省にわ

たって展開することとなった。

1964年2月， 人民日報が全国に向かつて大築を革命精神に基づいて山村を建設した

好模範として紹介してからは，大築に学ぶものは山西省だけではなくて，全国各地に

拡大することとなった。このような状態の下で，大築の党支部（ま大築の人々に「全国
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が大案に学んでL、る，では大案はどうしたらよいのか」 と問L、かけた。公社社員の頁

承富は「大案は10年かかってその姿を変えた。と ころが現在いくつかの兄弟社隊（人

民公社や生産大隊）はわずか 3,4年で変貌しており， われわれにくらべて変わり方も

早いし，その結果もすばら しL、。われわれもしっかり馬に鞭をあてて急がないと， 兄

弟社隊に追いっけなくなるぞ／」と述べ，また陳永貴も「全国が大案に学ぼうとして

いるこの形勢は，われわれにもっと速く進歩することを要求し，革命の意気ごみがさ

らに強まることを要求し，農地の基本的建設の水準をさらに高めることを要求してい

るa こうしてはじめて党と全国人民のわれわれに対する期待に応えることができるの

だ」と説いた。

大家の人々は十分に大衆討議を行ない，あわせて自分たちの1965年の経験と山東省

の下丁家生産大隊，河南省の林県，山西省の平jl頂県羊井底生産大隊など先進単位の経

験に基づいて， 「大案大隊は全国の兄弟単位に学ばなければならない」としづ決定を

行ない，炭田基本建設の新しい標準を設けた。

1965年も大築の人々 は150日間にわたる大早魅にう ちかつて， 1ムー当り生産量700

斤以上とし、う好成績を収めたのであるが，秋の収穫の後，今年の生産建設の経験と教

訓の総括を行ない，また全部の土地について， l枚ずつ検討を行ない，農田基本建設

の状況と作物の産量を対比してみた。この検査と比較の結果，かれらは改造しなけれ

ばならぬ「落後回」のあることをみいだした。

大築大隊の段畑全部のなかで80%以上は水平で，畦も高く，耕土層の厚さが 1尺近

くあり，蓄水能力も強くて，今度の 1ムー当り生産量は500～l,000斤を示し，とくに

150ムーほどは 1ムーにつき l,000斤 （500kg）以上の収穫を収めた。だが大案にはな

お20%ばかり，内側が高くて，外側が低く，畦がないか，堅固でなく，耕土層も比較

的薄く，保水能力も弱L、段畑があって，人々はこれを「落後回」と呼んでいるのであ

る。今年皐越が最もはげしかったとき，「落後回」の作物は萎え， 生産量も「先進国」

にくらべ非常な差を示した。

経験を総括し，欠点と差異を調べるに当たって，大案の幹部と社員は山東省黄県の

下丁家大隊が行なった自然改造の経験を学び，下丁家大隊に及ばない点が何かを比

較，研究してみた。社員たちは，下丁家大隊の段畑は大家の段畑よりできがよいと提

言したc下丁家では山の上に多くの樹が植えられ，多くの溜池や小型ダムが築造され

て， 「三層楼」式の濯萩水路網（第 l｝曹は河水，井戸水を利用する低地潜淑，第 2層

は谷間のダムを利用する山腹斜面の段畑の溶液，第 3層は高山ダムを利用する高地段

畑の滋淑）が建設されているが，大案の耕地はまだ完全には水土保持が行なわれるに

至ってレないし，山上には樹木が少なく ， 7月中旬の暴雨で作物が流失する被害を生

んだ。そして農地には「一層楼」式の濯j既設備もまだできてし、なし、。このような相違

点なL、し欠点をさがし出した後，大家は全国に学ぶベく，新しい標準をうち出したの

であった。その標準とは，すべての耕地を水平にし，畦を高く堅固にし，耕土層の厚
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さを 1尺5寸wこする。保水能力も高め，地力を増大させ，排水港凝施設を設け，集中

豪雨でも土が押し流されないようにしそして大早越や大水害に出あっても十分安定

した高い生産力を保ちうるようにすることである。

1965年の冬にはL、って以後，大薬は70%の労働力を農田基本建設に投入して，ただ

ちに新標準に向かつての闘いを進めた。大築は常に高きを目指しつつ，第3次 5ヵ年

計画の第 1年度を迎えたのである。いや大家だけではない。広大な中国の大地のいた

るところに，現実に生起する諸問題を解決するために，弁証法的唯物論を学び，適用

し，大自然を克服するだけでなく，古い思想、を克服して，新しい社会を建設しようと

する農民が続々と生まれつつある。この広大な農民の要求に基づいて，文化大革命の

運動が全国的におしすすめられてL、るのである。
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