
(16)有 益費と離作料

田代 もう一つ,稲 本先生にうかがいたいが,増 価額 という形で有益費が具体的

に観念 されて くると,有 益費と離作料とが,農 民の観念の中で混同されて くるとい

うか,接 近 してくる可能性はどうなのか。

稲本 まず(1)の地価差から出して くるということになると,ふ たたび入って くる

可能性はあるだろう。第2に,有 益費と離作料とは違う。有益費なら合理的な諸要

素単価から計算で きるべきものだ。ところが離作料 というのは,常 に市場の中か ら

しかつかめない。または特定の事例か ら,個 別事情 としてしか出て こない。そうい

う非合理的なものは一切排除するというのだとすれば,有 益費の算定方式が丼勘定

的なものになれば,そ の意味でも入って くる。だから地価差でいって もだめだし,

計算方式で もまた入って しまう可能性がある。この二つは注意したほうがいい。

石井 耕作 目的の作離れ料というのは,も ともと雑作に伴 うところの得べかりし

利益の補償 ということであったか ら,得 べかりし利益という点でいえば農業収益に

根 っこをもっていたといえる。離作料というのは,そ こを基礎にしていた。

そのような作離れ料を基礎に農地改革とその後の耕作権保護が離作料を大きくひ

ろげた し,そ の得べかりし利益の基礎には小作人による善管理とか堆厩肥の投入 と

か多少の改良 とかの反映 も入っていたはずだ。 しか し地価が農業収益還元地価であ

るかぎりは離作料は僅かだったし,農 業収益還元地価と小作人の改良による収益増

加分を含むうべかりし利益の補償としての作離れ料の間に一定の割合があるとみな

す慣行ができてもおか しくないし,問 題 もなか った。

しか し転用の影響で地価だけが上昇 していったときに,そ の割合なるものが生 き

続けると,離 作料 というのは,え たいの知れないものにな っていく。小作人による

改良補償と耕作による得べかりし利益の補償 という面を反映するかぎりで,実 際に

割合は下がる傾向をもつけれども,し か し,割 合が割合として一応定着 していたか

ぎりで,割 合で計算 される離作料がどんどん上がって しまった。そして大問題にな
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って しまったとい うことであ る。

とまれ,昔 の作離 れ料 を頭 にお いて い う時,も ともとの根 っこの ところでは,有

益 費償還 と作離 れ料 とがまった く無関係 だ ったか どうか とな ると,一 定 の関連が な

か ったとはいいきれない と私 は思 う。

稲本 石井 さん のお っしゃるとお りで,地 価の上昇 があま りなかったころに離作

料 といわれ た もの は,有 益費を反映 して いただろ うと思 う。 それのみ によって形 成

され たというとまちが いか もしれない けれ ども。

田代 その限 りで は,こ ういうことにな った として も,そ の背後 に一定 の合理 的

な考え方 はあるわ けだ けれ ども,そ こが短絡 して,イ コール と して とらえ られ る危

険性は,大 丈夫で しょうか とい うのが,私 の質 問だ った。

稲本 その両者を あ らためて区別 して,離 作料 は とれ ません よといったのは,利

用増進法 で しょう。利用増進だ と更新 とい う問題 は,実 際上はあ るか も しれないけ

れ ども,理 論上な いことだか ら,離 作料 は否定 してよい。離作料 の帰属 自体が,た

とえば道路 敷地の用地買収 みたいな ものを とらえたときには,非 常 には っき りした

形 で出て くるけれ ども,利 用増進 の制度 全体 か らいって も,地 価上昇分の一部 を く

れ とい うよ うな ことは,出 に くいのはた しかだ。

入沢 離作料 の場合に,生 活権 みたいな性格 を もって きてい るのではないか。要

す るに純粋 の農 業が行 われていると ころで は,離 作料の根 っこに収益が あ るとい う

ことはいえるか もしれないけれど も,い ま国有農地の市街化区域なんかの離作料 は,

べ らぼ うだね。極 端な例を比較す る と,議 論で きないけれ ども……。

梶井 根 っこに共通性がある とい うのは,ど うい う意味か。前 の離作料 だ と,土

地 改良法 とかそ ういう もの と,無 関係 な ものがあるで しょう。

石井 異 な る要素はあ るけれど も,共 通 の要素 も或 は容易には分離で きない一一定

の かかわ りもあ ったのではないか。

梶井 無関係 の場合に もあ るとい うことか。

田代 た とえば鍬下年期みたいな考 え方 もそ うだ し,田 んぼを10年,20年,き ち
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っと管理 しま したというよ うな もの も,入 っているので はな いか。

梶 井 それ は良耕作 とい うやつ?

田代 良耕作プ ラスアル ファ……。

梶井 そ ういうものが離作料 を形成 したとい うの は,よ くわか らない。前 の農地

法だ って,離 作料義務 は当然 だ と考 えて いたわけ じゃないで しょう。実態 的に,あ

あい うふ うな小作 の保護規定 の もとで形成 され たというだ けの話であ って,良 耕作

だ とか土地改良 とは無関係 に,離 作料 とい うのはで きて きた。

稲本 そ ういう考 え方 はあ るけれ ど も,長 野県茅野の近 くの農村では,戦 争 中労

力不 足でいままでの 自作農 が,自 作農地 を管理 して もらうため に,あ らためて頼 ん

で作 って もらって いたよ うだ。それ が残存小作地的 なもの になって きてい る。そ こ

での離作料意識 というのは,ま さに 自分 たちが管理 して ここまでや って きた という

ことで,代 わ って供 出まで してや るとか,い ろん な ことが ある。 そ ういうことの積

み重な りが,そ こでの高率の離作料 を もた ら した。

石井 大正時代 にも,昭 和の戦前期 で もそ うだけれ ど も,善 管理 とか土地を よ く

したとか,そ ういう ことと関連 した作離れ料 とい うのはあ った とい うことで ある。

島本 と りわ け昭和35年 以降の地価上昇過程 で,4割,5割 とい う話 は,ま さに

改良投資 とは無関係だ けれ ども,戦 前の ものを含 めてみれば,あ るいは干拓地 など

における小作権 の形成をながめてみ ると,改 良投資 と無関係 に,独 自に自然 に発生

したとい うふ うにはいえな い。

梶井 たとえば新潟 なんかの,農 民運動過程でつ くられた制取 小作権 といわれ る

もの は どうか 。

島本 それはそのあとに出て くる。 その前 に,改 良投資か ら発 生す る慣行 小作権

とい うのが あるわけで,そ の上 に農民運動が大正時代か ら重 なって,そ こで出て く

るわけで しょう。戦後 その上 にさ らに農地法制の中で出て くる。分裂 した もので は

な くて,そ うい う流れ の中にあると思 う。 だか ら過去 に,改 良投資 と小作料は無関

係ではなか ったのではないか……。
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中江 慣行小作権 はそうい う感 じだ けれ ども,本 来 の涙金 とい うのは……。

島本 それ はまた違 う。

田代 生活保 障だ。

中江 滞納1年 分の小作料,あ るいは最後の作離 れす るときの小作料を,免 除 し

てや るというと ころか らス ター トして いる。

梶 井 小作権 というやつ と作離 れ料 というのは必ず しもイ コールではない と思 う。

玉井 戦前の鍬先料な どといわれる ものは,ど ち らか とい うと,利 用管理に対す

る地主 の恩恵的給付みたいな ものではないか。要す るに,お まえ,よ くや って くれ

た とい うことで,取 上げ るときに,な んぼかの金 を くれてや って いた。

(17)小 作料差額と残存収益計算

梶 井 さて,(2)と(3)だ けれ ども,こ れはど うも違 うよ うな気がす る。(2)は,最 低

増価額 を これでお さえよ うとい うことで しょう,考 え方の問題 と していえば。

田代 最低 とい うか,む しろ平均的 な ところではないか,3%,5%を 考 えた と

い うことは。

玉井 小作料の差があ ることが前提 にな る。そ して小作料でや った とき,そ の中

身 はなんだ とい った ら,こ うい うものか ら構成 され ているとい う説明ではないか。

したが って額が少 なければ,ま ず純収 益のほ うが現実 にはだん だん落ちてい くとい

うことで あ り,へ たをすれば,投 資額 を割 る場合 だ って あるか もしれな いとい うこ

とで はな いか。

梶 井 逆 に,小 作料の差額 とイコール にな るべきだ とい うことで い くと,小 作 料

の差額 を 資本還元 した場合に は,耐 用年数 というもの は入 って こない……。

島本 だか らそれ は還元 でな く,現 価方式でや ろう……。

玉井 年金現価 と資本還元 と,2方 式 になって いる。

梶井 小作料 の差額 を?

島本 耐用年数 のある改良 にあって は,年 金現価 方式によ って求 めることが妥 当
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