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『中国農業史』＊

渡部

本書はij1国科学技術史研究に前人未安ljの新

領域を拓いた．：此l:lilのジョセフ －ニーダム氏

(1990←1995）の 『I~I 匡lの不l· ~t と文明J （原組．

Science and Civilisalion in China）中の一分冊を

成す。当初，彼は単独で全巻を執t1＼する予定

であったが．報1m111に耕作汗j・j]]jjがしだいに膨

らみ，独力による完成が無理liと考え．後半の

各分tilt執畿を第一線で活断lする早川＂］の研究者

に委嘱した。そして第6巻生物学と生物学的

技術の第 2分 Jill;;i諜 （Vol.6. Biology and 

Biological Technology, Part II. Agricultu1e. 

Cambridge Uni、ersilyPress. 1984.）を相当した

のは．若手研究者のフランチェスカ ・プレイ

(Francesca Bray）女史であった。

『中｜玉iの科学と文l!J-Jjの邦訳に閲しては，

東畑精一 政内市i両氏による院修で．前半の

4巻全6分1111・(J[;;f；命，思氾t51.!. 数学・天の科学 園

地の科学．物理学I 七本工学．航海技術。邦訳では

第I！~I全11巻）がφ1974～80年にかけて思索社

* 2008年 7JJ 30 H受JJH
＊＊ 東海大学放J受
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立に＊＊

から刊行された。この邦訳作業に私はいささ

か関与したことがある。当時，-1'1、はオー

バー ・ドクタ一生活をしていて．ある先生の

紹介でこの邦訳の索引部分の作成を全巻担当

することになった。これは単純な索引作りで

はなく 翻訳者・によって様々に訳出される中

国の専門語説を。 中国史や中国思想史の文脈

で馴染み深いものに戻すといった煩演な作業

を伴い，まことに什の折れる仕事であった。

幸いなことに. 7'11訳のffj,J集を担当したのは．

京都大学大学院で動物学や森林昆虫学を修め

た垂水雄一 ・総本H寺男両氏であったので．お

互いに知恵を出 し合って．この雛｜刻をどうや

ら克服することができた。このとき草刈く ・藤

本両氏が具口同背に述べていたのは． ［中｜五｜

の科学と文明J，，，で本当に興味深い巻は．後

続の第 5巻化学と化学技術と第6巻土｜ミ物学と

生物学的技術であるが， .1,l;，索社でこれらの巻

を含めた第EJUJの邦訳Ii＇，）阪の実現は． きわめ
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て困難であろうとのことであった。その理由

は，邦訳出版に莫大な経'i'iを必要とすること

(f国l聞によると 当時思索社は豪華本企画で得た収

益を本Nの翻訳出版に役入していたトまた薮内

清先生が認めると ころの有能な科技史研究者

の大半が第I期の翻訳に投入され．第EJUJの

ための翻訳要員は払底し，しかも高齢の薮内

先生に代われる監修者を望むことは無理Hで

あったからである。

第E期の翻訳実現が絶望視されたころ，私

は京都大学東南アジア研究センター教授 （当

時）の古川久雄氏から ときおりプレイ氏の

農業分｜叶の価値について尋ねられたことが

あった。私は「中国農業史研究において類容

がなく．西駄における一つの重要な成巣で

しょうJと返答した覚えがある。以来．古川

氏より時おり 中国農業史に関する漢籍や関係

資料についての質問が寄せられた。そして彼

は精力的かつ忍耐強く本舎の翻訳を進め，よ

うやくここに大著分冊の全訳が完成したので

ある。

本舎の章立ては以下のとおりである。

第l立 j字論一中国出業の起源と特徴一

1 中国農業全般的特長／ 2 農業地域

区分／3 中国農業の起？J,i?,

第2章文献資料

1 f月令J.すなわち農業暦／2 J1H~ 

/3 宮様編纂書／ 4 専門岱ー／5 補

足資料／6 中国資料の性格と歴史解釈

の際の問題／7 ヨーロッパの伝統との

比il!Q

第3¥ 農地体系

1 開墾と開拓／2 移動焼畑耕作／3
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永年耕地

第4章耕作体系一農具とj見法

1 耕綜具／2 播種／3 施肥／4

除草と中耕／5 収穫，脱穀．風選／6

穀物！斤政

第5章作物体系

1 作物輸作／ 2 ミレ ット，ソルガム，

トウモロコシ／ 3 小麦と大麦／4 稲

/5 豆類／6 油糧作物／7 根菜作

物／8 繊維作物／9 琉菜と果実

第6章結論農業の変化と社会一停滞か

革命か？

1 中国はヨーロ ッパの民業革命に寄与

したか？ ／2 中国の農業革命はあった

のか？ ／3 発展か変化か？

上記の目次から も分かるよう に，木t｝は農

業技術の発展向上，新作物の導入および歴代

王朝の農業政策などによって．中国の経済構

造が時代を追ってどのように変化していった

かを述べたものではない。プレイ氏の執筆の

主｜肢は．農地システム，農具 ・j是法．栽培作

物． つまり第3章から第5主主：にあり，中国農

業史を主として技術的側面から詳述している。

このような執筆方針は．たぶん日本の中国史

！リ｜究者にとって物足りないこ とであろう。戦

後．わが国の中国史研究において社会経済史

学が台頭し 時代および地域別にき わめて精

綴な研究成果が続々と公表されてきた。それ

は一生を貰’やしても読みきれないほどの漢籍

史料の存在がそのことを可能としてきたわけ

であるが それは半面iにおいて研究者間に一

種の縄張り意識を抱かせ．各種の研究を統合

して概観してみようとする試みを遅延させる
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弊害をもたらした。

ブレイ氏は 1:1コ凶文f\i)~、史学研究における蓄積

を十分承知lしており，その路机に沿って作業

を進めることは「へラクレス的な力拡が必要

である 。 本省：はJl~ ；；＇.：；イ￥；？： と自然JJ;:Ut~の関係を

述べることに限定し，社会と経済とについて

はわずかに触れるにとどめた」 （序文xv頁）と

述べている。その結果， r11国のj；ミ業体系と向

然志；i坑との附係を．ヨーロッパや酋アジアー

あるいは彼女が文化人類学調査のフィールド

としてきた東南アジアのそれと比較するとい

う方法で．その特色をあぶりtl'1すことを試み

ている。実は，このような方法論こそニーダ

ム氏自身が f中怪！の科学と文明jを執筆して

いく巾で創案したものなのである。周知のよ

うに．彼は中国科技史を研究していく過程で

ひとつの重大な！日j組に准着した。それは明代

の実M[Jが活躍する15世紀前半頃までは，中国

のほうが西欧よりもはるかに科学技術文明が

進歩し以後になるとその形勢が逆転してい

くのは何故かという問題である。いわゆる

「ニーダムの難問 （Needham'spuzzle) Jと言わ

れる問題提起である。そして彼は鷲｜嘆すべき

執念をもって闘係資料の収集に努め．中国と

中国以外の個々の科学技術の貸借表を作成し

両地域相互間の伝怖や影響をW(I財するため．

化学的分析で用いられている谷祉分析 （ニー

ダムは Litrationという川却を使用）の方法に倣っ

て．相互の具体的！JJ.'.;k;附係をll/1JI列した。

プレイ氏も本fl）：の624頁以下において，中

国農業史上の大きな問題提起を行なっている。

それは明末に来訪したイエズス会士の中国農

業事情報告を踏まえた上での発言で，次のよ

うな内容である。中間j品業は高い生産性.11l 
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自の作物輸作，精巧な揚水施設および中匡｜農

民の合理性を共制Iiしながら，何ゆえにj品業革

命が起こらなかったのか。18世紀の北ヨー

ロッパでは．新しいj見機H-（とくに凶Ii百発土板

をよさえた1:1J医11'11.の羽入）．改良輪作，新！日tillの作

物導入および~1；~ J~）j包：~の持制1Hこよって若 し く

j足業生産を向ヒさせ. J!!J:扱：革命を起こしたと

考えられている。北ヨーロ ッパにおける巾国

農業技術の埠入が急速な経済的変化をもたら

したとしたならば，その技術の本家本元であ

る中国において民業革命が起こらなかった理

由を知りたくなるのは当然であろう。この問

題を取り扱おうとすると．かならず陥る先が

「中国社会停滞論jである。この議論はそれ

なりに意義を有しているが．明快な結論を得

ることはきわめて困難である。プレイ氏は人

口圧と生産拡大の限界に原因を求め．あまり

立ち入った説明はせずに目その問題となる議

論を第7巻の社会的背以に織っている。

ところで，本{l)'の原著が若されたのは1984

年で．刊行後すでに二十数年の歳月が経過し

ている。中国における品業の起源の部分につ

いては．近年の'i－＇国考古学上の新発見によ っ

て書き改めるべき点がし、くつかある。それに

もかかわらず内容の大半にいささかの古さを

感じさせないのは．世界出操史における＇－Iコ国

農業史の位1i'(づけがしっかり と定められてい

ることと，ι1-'i'lllの品業史文献 （とくに；；H1n.

出村被査報告，（i)f究論文のみならずー非「，，困

地域の民業史文献の悉管的問j査．さらには各

種の疑問点をその方面の専門家に問い合わせ

る努力 （脚伐に専門家たちからの私信の注記が多

く見られる）を；君、りなく斬み重ねてきたから

である。しかし．プレイ氏が本型j：を執筆して
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いた1980年代初頭は 中｜玉i内にはまだ未開放

区が多くあり ．外同人による農村調査はほと

んど許可されていなかった。巾阿j民業史研究

に不朽の業組を残した天肝元之助氏 （190ト

1980）は． 戦前に満鉄訓l査部の捌査員と して

満Iが｜－ 来づIt· 華 1~－1 ・ f.JHf.j （海商品）などを広

く調査した経験を有している。夜、白身も1980

年代末から卜数年にわたって西市中国諸民族

の民具調査に従事した経験があるが．このよ

うな現地で待た具体的な調査成果は農業史研

究の上で言1・り知｜れない価値をのーする。プレイ

氏が本舎の執筆に若手したのは．中国での

フィールドワーク実施に著しい制限が加えら

れていた時期に当っていたので．中国の稲作

については東南アジアでの実地制査の成果を

援用せざるを待なかった。そこで彼女が執筆

時にバイプルのように参照することになった

のは．前述の天野氏の 『中国j見栄史研究J（初

版1962'.f, ±＼＂）布HI阪19791ド.li11茶の水＼IF／万）であっ

た。それもすべて英訳した草稿を準備し．随

時参照していたそうである。天野氏は中国内

に豊寓な友人研究者の人脈を有していたので．

自己の著作中に彼らによって提供された多く

の情報を人れチのように挿入している。この

ような文章スタイルはILi時代のq-1国知識人の

「札記Jを思わせ それは専門家にとっても

決して読みやすい文市ではなく ，プレイ氏も

その読解に苦労されたはずである。

また中医！のj民業地域医分に閲して．プレイ

氏は解放前に南京会l波大学教授－ロッシング ・

パック （Lossin耳 Buck.1890-1975.小説家ノTー

ルパックのjとJ~＇）によって著された農村調査

報告書 『中国の上地利川J(Land ULilizat刷1Ill 

China. 1937）に依拠して.9区減収分方式を
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採月jし． とくにi1'ri:Iヒの畑作と華中 －恭南の稲

作を区分するZ徒数t-i佐河線に治目している。

このパックのLjJ凶民業地域｜ヌ：分は現在に至る

まで重要悦されており．有二地中文大学の陳正

祥氏の 『l二jJ国民柴区域J(1970年）は基本的に

バックの説を踏襲し.10rx：地｜又分説を提示し

ている。この泰嶺－ff主河級以：｜ヒの畑作地帯で、

中国の乾地農法 （【Iiγfarmin~ . 中岡認では保塙

農法と体する）が完成される。その詳細なメ

カニズムについては． 6世紀前半の高I場郡太

守賀思：~.によ って持された I斉民要術j に具

体的に記されており．プレイ氏はその起源を

漢代にまで遡ることができ るとしている。 私

も彼女の意見を妥当と考えている。またi美代

の文献にしばしば管場してくる江南地方の

「火緋水料Jによる稲作について．彼女は後

世の注釈者の説に惑わされることなく ．焼却ll

の要素を有定して永年耕地での水稲栽培と断

定したのも．おおむね正しいであろう。

つぎにプレイ氏が故もプJをy主いだ第3章か

ら第 5r;主についてであるが．彼女はたぶん元

朝時代の王禎の r11~H!i=J をモデルにして． こ

れらの章を執筆したと考えられる。この 『農

書jは「民桑通訣J.「宵穀RrU.「出器閃譜J

の三部分より構成されており．それらの内容

が見事に彼女の著作の三草分に対応している

からである。また下．拍はi在北の山東地方に生

まれ．催中の安徽および江州で地方官を歴任

した経歴があかそのため州｜作地1trと水稲作

地昨のj民共や民法に＊＇＇ii盈するようになった。

したがって「民器凶諮」には中国南北地方

の農器.J-.［.が細大iWらさず符崎会入 りで解説され

ており （たぶんJ;iH-製作l：の｛上級舎をも ~ftねてい

た）．その大半がつい近年まで農村ではかけ
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られるものであった。

プレイ氏の初期の問題関心は大型~~j:jf~J!!k具

の惣にあった。wの研究ではドイツのレー

ザー（PaulLeser）という大先述がおり，プレ

イ氏は彼の研究をネfll足するような仕事，たと

えば、（l長代惣に装着された土機反転板の研究な

ども行なっている。また華：！じの乾地J!'W；にお

ける整地農具体系．すなわちwで耕起し平

型ハロー（際犯）で土塊を粉砕し校条ハ

ロー（務）， もしくはローラー （｜隼刺J）でコU1~

を鎮圧するという一連の農具体系が．刻苦雨

1ヒ朝の動乱期に．江南あるいは嶺南の71<13:1:fil-i 

ff地帯に技術移転したことを示唆している。

この技術移転の過程で縦割ハロー （紗杷 H

本では馬鍬と称する）が登場するのであるが，

ブレイ氏は東南アジアからの導入説を主張し

ている。もしプレイ氏が長江以南の水田地帯

における調査経験を有し Fl本の古墳時代以

降の木製農具に＊i'iilliしていたならば，おそら

く「1:1国での紗杷考案説を支持したことであろ

つ。

ともかくもこれだけの大著・を読み通すこと

は一気にできるものではない。読み進んでい

くうちに，中国以外の地域の農業について多

く学ぶことができた。それはプレイ氏が1=IJI主｜

農業史を語るときに，つねに~1= 91 固のi'.'.1：日な

関係資料に照応させ，私たちにとっては思い

もよらない観点から新事実を教えてくれるか
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らである。中匝｜では龍の脱税iをきざむように

文学を工夫することを 「蹴龍」と称し 一説

には無駄な苦労をすることの意味もある。し

かし．本告ーは実質を伴った雌龍の作である。

最後に古川｜氏の翻訳について少し触れてお

こう。古川訳は思索杜版訳に倣って，本文中

に引用されたii）~$tf史料記事 (Jill若は英文部！を掲

載するのみ）はすべて原典に当って，その版

文を掲載した。これは日本の読者にとって大

変ありがたいのであるが．原典記事を探し出

さなければならない訳者にとっては一大労苦

である。そのため初校時に私がその作業の一

部を支援しまた本文全文に目を通すことと

なった。 本書はILJll版助成金の交付を受けてい

たので＼締め切り期限に追われながらの作業

であった。 ｜時には古川氏は出張先のインドネ

シアから電話で質問してくることがあり．無

事に出版された今となっては．これも懐かし

い思い出となった。倉卒のFiJJに校正を行なっ

たため，専門用語の訳語については思索社版

と同械に今回も問題点を残すことになった。

これは棚訳作業に付いて回る問題なのかもし

れない。なお本書の末尾に.J;!k学者としての

立場から古川氏による詳細な解説が付されて

いる。あわせて参照していただきたい。
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