
十 講演 十

農 地 政 策 と 農 民 像

阪 本 楠 彦

この講演は、昭和59年9月21日 、栃木県鹿沼市において、当協会主催により

開催された第3回 道府県農業公社基幹職員養成研修会において行われた講演

の記録を整理したものである。

文責 全国農地保有合理化協会

←}社 会主義国の農民像

私、もともと農業政策の専門で、いろいろ研究

しております うちに、あっちこっち農村へまいり

講演をしました。いつも日本の農業政策を批判 し

て、最後は日本 も社会主義にしなければダメだと

結論にしていました。そうしますと、よく手を挙

げて、「先生、社会主義の国家へ行 ったことがあ

るか。おれはソ連の農業を見て きたけれども、あ

れはダメだぞ、中国の農業を見てきたけれどもダ

メだぞ、ポーランドもダメだぞ、ハンガ リーもダメ

だぞ、ルーマニアだって、あんなん じゃダメだ」

というようなことをいう農民がだんだん多 くなり

ました。私、「それは外国の社会主義はダメで も、

日本の社会主義はうまくやるんだ」とか、どうし

て も日本の農業の将来を考えるためには社会主義

国へ行って、一所懸命見てこなければダメだとい

うので、社会主義の研究をいた しま した。だから

今 日、社会主義とも関係のある話を したいと思い

ます。

最近、ラデジンスキーの著作を1冊 の非常に分

厚い本にまとめたのが翻訳 して出ております。 ラ

デジンスキーという人は大変有名で皆さんご存 じ

だろうと思いますが、ねんのため申 しますと、日

本の農地改革のときに日本へまいりまして、非常

に積極的に農村を歩き、農民の声を聞きまして、

日本の農地改革を非常に徹底 したものにしたとい

う点で功績のある人です。国籍はアメリカ人です

が、もとはウクライナ生まれの人です。そのラデ

ジンスキーに小倉武一さんが1960年 頃手紙を書い

た。それに対する返事が著作集に載っております。

私、結論だけからいいますと、小倉さんのほう

に賛成で、ラデジンスキー、ちょっと取 り越 し苦

労をしていると思 うんですけれども、なかに書い

てある言葉が気に入りました。「工業でで きたこ

とは、ざっとであれ農業でもできるという誤った

考え方」の人が世の中には多いと。そして 「小倉

さんもそんな考え方になったのか。私は農業法人

化を認めるのには反対である」という意味のこと

をいっております。

そのときのラデジンスキーの念頭にはマルクス

主義のことがある。マルクス主義者というものは、

工業でできたことは農業でも必ずできるはずであ

るという考え方で、社会主義国家は革命をやると

土地改革をやる。ねらいは農業の集団化にある。

しか し、 ラデジンスキーの参加 した日本の農地改

革 というのは前提が違う。工業でやれたことが農
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業ではやれるというものではないという前提で、

土地改革をやったつもりであると。そのせっか く

手掛けた土地改革を、そんな、工業でやれたこと

は農業でもやれるはずである、という考え方で仕

上げていくっもりなのか、というような趣旨の手

紙で した。なるほど、 と思いました。

いま、私、日本のことも研究 しますけれども、

社会主義農業のことも研究 しまして、その両方を

大きく見渡 したような本を書 こうと思って、一所

懸命ですけれども、その内容を突き詰めて申しま

すと、いまのラデジンスキーの言葉に尽きます。

一昨年、ソ連に旅行 した岩手大学の農業工学の

教授の話を最近聞いたんですけれども、その教授

が、「阪本さん、私はソ連へ行ってきたけれど も、

ソ連の農民の意識は進んでいますよ」 というんで

すね。「どんなに進んでいるのか」「労働者とまっ

たく同 じ。自分もそう思 ったし、案内したソ連の

人がそういっていた」 と。その農民というのはい

まは国営農場、ソフホーズの労働者、 ということ

になっている。その連中の意識はまったく労働者

と同じだ。感心 した、 というんですね。「どうい

うふうに感心 したんだか、 もうちょっと話 して く

れ」 といいま したら、ちょうど国営農場を見学に

行ったのが、麦刈 りのいそが しい最中だったそう

です。どんなにいそがしくて も、その連中が、 日

曜日はきちんと休む。それ以外の日も8時 間労働

で決して残業をしない。土曜 もたしか短いといっ

ておりました。実にきちんと休暇をとる。これは

労働者ならではできないことだ、と。私、聞いて

びっくりしました。意識が進んでいるというのは

そんなことかと。 もともとそうでなくて も、ソ連

の麦の刈 り取 りの能率が悪いことは有名です。あ

れでコンバインをふんだんに入れればいいといわ

れています。1台 のコンバインを年間何百時間使っ

たといって自慢するのはやめて、ちょうどいまが

適期だというときに刈 り取ればいい。 もしそうし

ていれば、ソ連の穀物輸入は何千万 トンだか減る

だろう、というような報告が、アメリカ人の視察

団によって出されております。

ソ連は、小麦が実るところまででいうと、輸入

する必要はあまりないみたいです。あとがいけな

い。刈り取りがお くれる。それともう1つ 、穀物

の使いかた、人間と動物の口に入るまでの間にず

いぶんロスがある、というのが定説になっており

ます。それが改善されるのかと思ったら、農民の

意識が非常に進んだといって、きちんきちんと休

んでいる。本来ならば社会主義国の国営農場の人

間というものは、刈り取 りが大事だというときに

は一所懸命、夜を日に継いで刈 り取る。その代わ

り普段の時期はゆっくり休むというふうにすべき

なのに、その刈り取りのときには超過勤務で もな

んでも一所懸命働 くとい うような意識をもつのを

「お くれた」といい、きちんと時間だけしか働か

な くなるのを 「進んだ」といっている。 これは工

業が進んで農業がお くれている、労働者の意識が

進んで農民の意識がおくれている、という独断か

らうまれた偏見です。

いまマルクス主義を槍玉に挙げておりますけれ

ども、よ く考えてみると、マルクス主義だけでは

ありません。都会人にはそういう考え方がよくあ

ります。私、子ども心におぼえているんですが、

昭和5、6年 頃の 『主婦の友』に、笑い話があり

ました。田舎から出てきた女中さんがばかだとい

う笑い話です。「ねえや、冷蔵庫 に氷が入ってな

いじゃないの」「あれ、氷がなければ冷やせない

んですか?」 。それで笑い話なんですね。私 も、

その頃、冷蔵庫って知らないから、ああ、冷蔵庫っ

てそんなものか。こういうことを知 らない私は田

舎者か、と思っておりました。ところが、いまは

これは逆ですね。昭和5、6年 頃、電気冷蔵庫が

なかったかというと、あった。電気冷蔵庫は大正

年代 にちゃんとできている。が、それは普及して
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いなかったというだけのことで、それで、氷の冷

蔵庫を知 らない人はおくれている、田舎者だ、と

いうふ うに笑ったりする。どっちがおくれている

かわかったものじゃないのに、自分たちだけの常

識で人を笑おうとする、というこのようなことは

よくあります。

共同化論議でもそうです。私も共同経営は好き

です。共同でやればいいのに、あんなに機械を使

う時間が少なくて、というようなことが実際あり

ます。ですが、共同でやればいいのに、というご

本人がどれだけそんな選択を しているか。私は、

こんなことをいったことがあります。「おた くの

電気洗濯機は1日 に何時間使いますか。そんな使

いかたをするよりは共同で朝か ら晩まで代わりば

んこで使ったほうがいいで しょう。なぜ共有にし

ないんですか?」 というと、女の人はす ぐパ ッと

答える。夕方洗濯して干 したりしていたら、かわ

かないと答える。ですが男の人は、案外そういわ

れると、「おっ、そうだな、どういうわけだろう」

なんていいいだす人がある。洗濯機というのは1

つの家庭に1つ あって、これは大変無駄をしてい

るようだけれども、あれでけっこう合理性がある、

というようなことがあるのを抜きにして議論する。

そして、農民はお くれている、個人意識が強すぎ

る、というふうにきめつける。たしかに個人意識

が強すぎる面もあることもありますけれども、そ

う簡単にきめっけられたのではちょっとしゃくに

さわる、というようなことがよくあります。

そういう都会人的な見方全体を問題に したいん

ですけれども、ここでは、まずマルクス主義の農

業論というのをみていきたいと思います。マルク

ス主義の農業論というのは都会人的だった、都会

人の目で見る傾きが多かった、ということを感 じ

ます。目覚めた労働者とお くれた農民というよう

な図式があります。ただ、マルクスはやはり革命

家ですか ら、農民がひょっとしたら革命に賛成す

るかなと思 ったときには、農民に期待をかけま し

た。が、マル クスが生きているあいだはずっと農

民が革命には立ち上がって くれなかった、社会主

義には賛成 してくれなかった、そのせいだ、とい

うようなこともあると思います。農民のことを未

開人、野蛮人と訳 して もいい言葉ですが、なかば

未開人であると書いています。あるいは熊の毛皮

を着た男だと。これは ドイツの童話に出て くる、

熊の毛皮を着た男というのは怠けもののことだそ

うです。というような言葉がマルクスに出て くる。

なぜかというと、マルクスの時代は工業のほうで

は機械化がどんどん進んでいた。農業では脱穀機

はできておりました。バインダーはできておりま

せんが リーパーはできておりました。それ以外は

機械化 されていないで、ひたす ら一所懸命働いて

ばかりいる。あれじゃあ意識はおくれる。機械を

使ってこそ人間の意識は高まるんだ、機械が使え

ない農業にいまだにかじりついていては意識がお

くれた人間になるんだ、というような考え方でみ

ていたようです。

ところで、機械化 されたあかつき、 というとき

にマルクスが考えついたのは、工場と同 じような、

何百人、何千人がいっせいにワアッと機械を使っ

て共同の仕事をするという状況でした。必ずああ

なるに違いないと。農民が1人 で使えるような機

械というのはマルクスは予想もしなかった。機械

というものは大勢ではじめて使えるものというこ

とを、大学で講義をすると、「先生、なんでアホ

みたいなことをいうんですか。うちの親父は20,馬

力の トラクターを1人 で使ってますよ、齢とって

いるのに」なんて学生にいわれます。「それはい

まだからそんなことがいえるけれども、100年 前

に暮 らしていたら、なかなかこうなるとは思われ

なかったんだ。世の中変わったんだ」と説明するこ

とにしています。19世紀の後半はマルクスのように

考える人が、ほかにもいた。マルクスに反対する人
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でも、農民は機械が使えるはずがない、工場と同

じような大農場一一面積が大きい小さいじゃなくて、

何百人、何千人,場 合によっては何万人が一緒 に

働く。人数の多さです一 人数の多さで工場なみで

あるような大農場ではじめて機械が使える、とい

う考え方が世の中にありました。そんな人たちの

農業の見方にマルクスも同調 していたわけです。

それが実際どうなってきたかというと、これは

もう途中の経緯を抜かしていまの状況をみればい

うまでもありません。

実際はそうではなくなった。面積の大きい農場は

どんどんできたけれども、それは家族農場という

ものからそんなに開きがあるようなものではない。

そういう実情を認識する点において、マルクス主

義というのは、現実の変化についていけない、 と

いうような傾向があります。

ロシア革命をやりましたレーニンは、革命直後

は、やはり大農場を夢みていたわけです。ところ

が、それが、レーニンがロシア革命で権力者となっ

て実際に国を指導 しはじめてか ら2、3年 で、急

激な変化が起きております。この変化が起きてい

るということを、いままでの普通のマルクス主義

の本にはあまり書きません。が、実際は変化が起

きています。

レーニンは当初は、農民という小ブルジョア

プチブルジョアともいいます一 のなかか らは必ず

資本家が出て くる。競争のなかで勝ち残ってブル

ジョアがでて くるといっていました。1920年 まで

です。ところがどうもそれではおか しいというの

で、 レーニ ンが1921年 には、精農にかけると、一

所懸命働 く中農がロシアの農業の将来を担うこと

になりそうだと、書 くようになりました。長い将

来は別として、当分担いそうだと。見通 しの転換

だけじゃなくて、政策転換を しております。

それがどうなったかというと、 レーニンが長生

きしていたらかなりおもしろい社会主義国ができ

たんじゃないかと思います。実際にはレーニンが

1923年 に死んでしまいました。そのあと、すった

もんだしたあげく、スターリンが権力を握ったと

いうあたりで、逆転 しました。スターリンは1928

年に、1920年 のレーニンにもどりまして、大農場

創設論に移り、実行 します。それに反対するやつ

はお くれた農民意識を持つやつだというので、抹

殺するというような政策をとっております。こと

にスターリンの場合、特徴的なのは、自分でつ くっ

たコルホーズを信用 していない。 コルホーズに ト

ラクターを持たせない。コルホーズが トラクター

を持ったら貧乏になるにきまっているというので、

MTSと 書きました機械 トラクターステーション、

Mは マ シーンのM、Tは トラクターのT、Sは ス

テーションのSで す。ロシア文字 はち ょっと違

いますけれども、発音は似たような ものです。

この機械 トラクターで請負耕作をするというよう

な形で しかやりませんで した。結局、農業の機械

化が全面的にできたときには、手作業や畜力作業

がなくなってコルホーズ農民というものはいな く

なる、国営企業の労働者が土地を耕すという形だ

けになる、というような夢をスター リンは追った

わけなんです。それがマルクス主義の正統派の考

え方だというふうにされておりました。

ロシアの場合、ロシア革命をやったときに、ロ

シア共産党の組織は農村にありませんで した。都

会だけで権力をとった。農民はなかなか共産党の

いうことをきかなかったというのが、農民不信の

スターリン的な政策になっていったという面 もあ

ります。

それに対 しまして毛沢東の革命 というのは、農

村からはじまっておりまして、はじめから農民を

信用 していました。私は、それをほめた論文を書

いたことがあります。1930年 頃の毛沢東の農民観

というのは大変よろしい、と。けれど も、この私

のほめました毛沢東が、ある時点からおかしくなっ
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てきております。それはどういうときかというと、

ハ ンガリー動乱、1956年 あたりからです。なぜお

かしくなったか というと、ハンガ リーがソ連の指

導か ら独立 しよ うとしたからです。東ヨーロッパ

でよくいう冗談のなかにこんなのがあります。う

ちの大統領 とか うちの総理とかがモスクワへ行っ

てオーバーコー トをつ くった。ちゃんと寸法にあ

わせてつ くって、気に入っていたんだけれども、

自分の国へ帰って気がついたら、ひざの上までし

かないというんですね。足がまるっきり出て しまっ

ている。こんなはず じゃなかったと思ってよ く考

えてみて、はたと手をうった。なぜか。モスクワ

にいたあいだはずうっとひざまずいていたという

話があります。

そんなにひざまずいていたハ ンガリーが、1956

年に社会主義は捨てないけれども、ソ連と同盟関

係を切ろうとした。それには毛沢東もどうもおど

ろいたらしい。そのころは社会主義国は、一枚岩

の団結などといいまして、同盟を破棄するなどと

いうことは考えられなかったときです。反乱が起

きたのはハ ンガ リーの首都のブタペス トという町

ですが、その反乱の要求に集団農場の解体という

要求が強 く出ております。実際、動乱中に集団農

場は解体 しました。そんな動きをみてか ら毛沢東

の考え方はグウッと変わっていったようです。こ

れはうっか りしていると農民がおか しくなるので

はないかという考え方をもったらしい。それで人

民公社 というものを1958年 にっ くります。この人

民公社のつ くりかたでだいぶ無理を した。好きな

ものだけ加入させればいいのに全員加盟でや らせ

ま した。

ほかにも失敗の原因はいろいろありますが、全

員加盟というとどうしても無理が出て くる。共同

化というのはやりたい人同士がやればうまくいく

けれども、おれは共同でやるのは大嫌いだ、とい

う人を入れるとうまくいかない。ということがあ

りまして、1958年 は大失敗いたしました。それか

ら毛沢東は小農のなかからは必ず資本主義がでて

くるという、 レーニンが1920年 まで もっていた考

え方、21年には捨てた考え方にもどっております。

それからだんだん農民を信用 しなくなる。なんと

か して農村に農業機械を送る。農業機械を一所懸

命つ くって農村へ供給しますけれども、それは基

本的に、工業と同 じように、何百人かが働 く大農

場になるという夢をみて農村へ機械を送 った、と

いうような形になってきます。

政策がうまくいかなくなればなるほど、農村に

敵があるようにみえる。農民が共同化にすぐ全員

賛成 しないのはもっともだ、なんていう学者がい

ると、これはいかん、というので、学問の弾圧も

する。だんだん、だんだん悪いほうになってまい

ります。

私は兵隊で中国にいました。そのころ接触 した

中国共産党の人は非常に立派な人ばかりで した。

こういう人を指導している毛沢東は大 したものだ、

と思って崇拝をしておりましたが、だんだん レー

ニンが捨てた考え方にもどっていく。政治がうま

くいかなければ反省する、というのではな くて、

おくれた農民はどうにもならん、と。彼の言葉で

いいますと、「農民はやはり農民だ」「どうやって

も結局は農民だ」。と農民不信感に陥っていった

わけです。

毛沢東が死んだあとに出てきましたのが郵小平

です。これが運の強い人でありまして、スターリ

ンのソ連にいたら、郵小平みたいな男はとっくに

殺されているはずですけれども、毛沢東は郡小平

を殺さなかった。毛沢東に2度 さからって2度 党

を除名されておりますが、とにかく郵小平はずっ

と生きつづけまして、毛沢東が亡 くなったあとの

時代を担っているわけです。どういうことをやる

かといいますと、農民は結局ダメだという考え方

を捨てま して、農民の考えることを尊重するとい
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うことをやっています。

皆さんも新聞でご存 じで しょう。農民がそれぞ

れ土地を請け負う。土地は依然として集団有、日

本でいうと部落有といっていいんで しょうかね。

1つ の集落が土地をもっている。その土地をどう

経営するかというと、前は集団経営、生産隊とい

う名前で経営していたわけです。みんな大勢、朝、

集まれ、とかいいまして、集まると、赤旗を先頭

に立てて革命歌を歌って畑へ行 く姿を私 も見たこ

とがあります。鍬をかついで1列 縦隊に並んで。

そういうことをやめまして、各人がやる。前はい

ちいち、田植えを何月何 日にどれだけやった、草

取りをやった、と。冬で も土をおこしたほうがい

いところでは、何月何 日に一斉に畑をおこしたと

いうようなことを、いちいち命令 し、報告 し、記

録 しておりましたけれども、いまはそういうこと

をやらない。自分が一番いいと思 うやりかたでや

るというふうになっております。経営としては家族

経営、土地所有は集団所有 という形になりました。

私は、その程度でやめておくのかと思ったら、

それだけではありません。農民の挑戦を受け止め

よ、という記事があちらの新聞に何度も出ました。

農民がこうやってほしい、ああやってほしい、 と

いうことを真面目に聞けという。農民がどうやっ

てほしいといっているか、といいますと、例えば、

あまり大き くない河を1つ へだてて向うに村があ

る。あっちの村 とこっちの村でつくったものを交

換できたらいいというばあいです。そのばあい、

もしもこの河が省 中国では河北省 とか湖南省

とか大きい単位は省ですね。省の下に県があって、

その下に郷、その下に村があるわけです その省

の境になっていると、それを越えてものの交換を

かってにやることはできなかった。日本でいう農

業協同組合に相当するような組織がありまして、

ものはずうっと、下から上へ、村から郷、郷から

県、県から省へ行って、国の計画にのって別の省

へ移って、それからまた、県、郷、村 と下 りてき

ます。書類だけでなく、ものまで一緒に流れてき

ます。手数料はたくさんかか る。農民 は、「そん

なアホなことはやめろ。村から省境を越えて村へ

と、ものをサッと移せばいいじゃないか。」 とい

う。これがなかなか官僚機構のせいで、 うまくい

かない。それを郵小平ははっぱをかけて、農民の

いうとおりにできるようにさせた。

ものだけは直接に動いて、手数料だけは昔どお

り、各段階のを全部上へ納めろ、 というような、

組織の抵抗もあった。最後に郵小平が、 これにか

ぎる、ということでやったのは、農民が売ってよ

ろしい、買ってよろしい。何で も農協にまかせろ、

というのはダメなんだ。ということにしました。

それをやったら、はじめて従来の商業組織 も、手

数料だけ納めうということをやめるようになった。

工業のほうでも、従来、人民公社でいろいろ工

場を経営 しておりま した。そんなのはダメだと。

実際ダメな工場がだいぶ多かったらしいです。 日

本でいうと県知事に相当しますような人があの人

を雇ってやれ、この人を雇ってやれ、 ということ

で頼むと、全部雇って しまう。コネ採用だけで人

がいっぱいになっている、というような企業が多

かった。農民は、そんなのはばからしい、おれに

責任をもたせて経営させてみろ、赤字、赤字 とい

うけれども、おれに経営させるとちゃんと黒字に

なる。 これはどうだと。農民が、商売 も自由にや

れる、工業経営も自由にやれる、というふ うになっ

てきております。

1984年の7月 には、そういう中国の農村で、も

ともとは農民だけれども、商売に成功 した、工場

経営に成功 した 工場経営で100人 、200人 と雇

っているのがおります一 そういう連中が日本へま

いりました。名刺をみたら、農協会長なんて書い

てあるんでビックリしまして、「これはなんだ。 日

本にも農協があるので、日本向けにこんな名刺を
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印刷 したのか」 と聞いたら、「そうじゃない。農

民が商業や工業を経営 している農民経営者協会を

略 して、中国では農協 という」、私 「中国の新聞

をだいぶ読んでいるつもりだけれども、はじめて

聞いた」というようなことで応対 しましたが、そ

んな形が出てきています。

現在の中国の農政 というのは大変おもしろい、

農政だけじゃなくて社会主義 としておもしろいと

思っております。

ここでほめっぱなしにしておくとちょっとダメ

なので、ケチを少 しつけておきます。中国の政府

もやはりあせっておりまして、兼業農家に対 して、

おまえは兼業のほうで食えるんだから、土地を耕

すのはやめて、専業農家にそれを提供 しろ、とい

う指導が強 く出ています。指導すること自体が間

違いとは必ず しもいえないと思うんですが、中国

の場合、役人の力が強いんですね。「兼業農家は

もうそんなに土地にしがみつかないで、あとに残っ

た専業農家がたっていけるようにしてやれや。そ

ういうことを考えんかね」なんて、日本の農村へ

行って私どもいった ことがある。 しか し、日本の

農村と中国の農村とは違う。日本では、農民が私

ども学者のいうことを聞いて、これはおか しいと

思って も、あま り反対 もしないけれども、あとで

酒を飲むときになって、「そんなこといったって、

先生、やれっこないことをいってもダメですよ」

とかなんとかい うことで、話はすんで しまう。と

ころが中国の場合には役人の指導力は強いですか

ら、誰かエライ人が こんなふ うに指導 したらどう

だ、というと、かなり強引に指導するようです。

少 し行き過ぎの面があちこちにみられます。

ポーランドなども一頃と違いまして、農民を尊

重するようになりま した。 もともとポーランドは

農業の共同化 ということをほとんどやらなかった

社会主義国ですが、その代わりにいろいろ陰険な

形で個人農 にあたってきました。共同化 しな くて

もいいけれども、肥料や農業の配給で差をっける、

あるいは農業機械 も農民はなかなか買えない、と

いうようなことで差をつけてきました。そのポー

ランドの労働者の 「連帯」の運動は、都会ではど

うやらなんのためにやったかわからんような形に

なりましたけれども、農村でははっきりした成果

をおさめております。国営農場と個人農場がポー

ランドにありまして、国営農場は、従来、収穫が

多い、多いといっていたけれども、化学肥料を倍

以上使っている、農薬も倍以上使っているという

状況で した。いまは平等に肥料 も農薬 も農業機械

も配るから、という形でやっております。土地移

動でも、従来は国営農場が買ううえで優先権をもっ

ておりました。それも、いまはまったく平等で、

兼業農家で も土地を買って大きくなれる、という

ふうにやっている。おもしろい会社主義が、中国

とポーランドに出ているわけです。

そこで、中国やポーランドの指導者たちがいう

ことは、素直にアメリカやヨーロッパの農業をみ

よう、マルクスは100年前はそ ういっていたけれ

ども、農業の機械化、農業の現代化ということは、

工業 とはまるで違った形で行われた、工業でやれ

たことと農業でやれることとは違う、ということ

を認識するようになったわけです。一番はじめに

申 しましたラデジンスキーが、もし今まで生きて

いたとすれば、必ず感激 したのではないかと、私

は思っている次第なんです。

口 日本の農地政策 と農民像

というような動きをみてまいりまして、 こんど

は日本に話を移 します。日本の場合には、農地改

革のときに、当時の共産党の指導者の人は、自作

農主義をさかんに批判をしておりま した。けれど

も、私は、これはおか しい、と思いました。いか

にも、小作農で もやっていけないことはない。小

作制度を改善 して、小作農主義でやっていく手は
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ありますけれども、政府が自作農をつ くろうとい

うときに、それは農民の人気とりだといって反対

していたら、共産党はダメだと思いまして、私 も

大いに自作農主義に賛成 しておりました。

その頃、念頭にあった自作農は、農民の理想像

です。せっせとよく働 く農民です。それが自作農

であって、よもやその自作農が農地を耕 さずに、

雑草が生えるままにしておくようになるとは、思

いませんで した。あるいは減反の奨励金をもらう

と、「じゃあ種を蒔けばいいんで しょう。芽が出

りゃいいんでしょう。収穫を取る気はないけれど」

というふうなことをやったりするような農民が出

てくるとは、考えもしませんで した。ですから、

農地法で も、転用制限をする。宅地化の制限とな

らんで植林をするのにも許可がいる、ということ

に しましたが、そのときはまさか植林もしないで

ブッシュが生えるままにするような農民があると

は予想もしていなかった。そんな自作農が出な い

と思うか、というような疑問を出すような人さえ

いなかった。

ところが、時代がだんだん変わってきますと、

自作農でさえあればすべてよし、というふうには

どうもいえない。私の友人にイギリスの農業史を

やっているのがおりまして、イギリスの話を聞き

ますと、イギリスの地主小作関係は、 もともと案

外、厳しいものだそうです。自分の借りている畑

でとれた麦藁なんかを仮に火で燃 して しまう農民

があれば、これは地主が取 り上げてよかった。な

ぜかというと、その畑でとれたものは必ずそこへ

返せ、というような制限を厳 しくつけまして、地

主が小作人を監督 していたからです。そんな監督

をうけながら、イギリスでは大きな、当時何十人、

ときには何百人も働くような大農場ができていた。

自分の土地の地力がおちないかと思って心配する

のが土地所有者なので、自分の土地の地力のこと

を心配 しな くなったら土地所有者とはいえない。

だか ら、伝統的なイギ リス的な考え方でいうと日

本のいまの自作農は土地所有者 とはいえない、と

いうことにな ります。

土地改良などのときにもよく出て くる話があり

ます。転作まちの土地の改良に金をかけるのはご

めんだ、 という。そういうことからで しょうね、

石川県の、 もう亡 くなった竹本 さんは、土地改良

のや りかたを変えてほしいといっておりました。

とにか く全部国営でやって しまって、そのあと、

その土地を使 う人が、自己負担すべき金を返す。●

途中で転用 したときは転用 したときで打ち切り。

これでやらなきゃうまくできない、と。竹本さん

のところなんかは、ことに1枚200坪 の田圃のせ

いでしょう。従来の土地改良システムだと、土地

改良がなかなかうまく進行 しない、というような

状況が出てきている。 これでは、従来考えていた

自作農主義、自作農で さえあればすべてよし、と

いう、農民像をもっていたのではどうもたらな く

なった。

いまの自作農に失望 したとばかりいってはおれ

ません。新 しい農民が現れてきてほしんだ、新 し

い農民像を描かなければならないんだろうか、と

いうようなことを、私は考えておりました。その

うち、あっちこっち歩いているうちに、 これだな、

というようなことを思 ったのが、村の土地は村で

守ろうとする人びとです。 こういう人が自作農主

義時代の自作農に替わって出て こなければいけな

いん じゃないか、考えるに至ったわけなんです。

そんな目で歴史をまた振 り返ってみます と、ある

んです、前例が。明治33年、つまり1900年 に産業

組合法が成立 したときの柳田国男です。『産業組

合通解』という本を書いております。産業組合と

いうのは 当時の言葉でいいます 信用組合、

販売組合、購買組合といったような、流通とか金

融だけをやるのが能ではない。もちろんそういうこ

ともやるけれども、もっといろんなことがやれる、
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というなかに、生産組合の役割として、土地の一

括借 り受けということを書いております。地主か

ら小作人がめいめい借 り受けるということをやっ

ていたのでは、どうも小作人の立場が弱い。小作

人が一緒になって、生産組合としてまとめて、団

体交渉的に地主 さんから一括借 り受けて、それを

小作人同士で分ける、というふうにするのがよい。

小作人同士の借 り受け競争をしなくてすむという

点で非常に有利になる、というような考え方を出

しております。

なにも柳田さんが自分で頭のなかで考え出 した

ことではないと思います。実際、その当時の村の

文献をいろいろ読んでおりますと、村のなかで、

お互いに借 り受 け競争をするのはよそう、という

ような申し合わせをしているところがあります。

あるいは、地主がある小作人から取 り上げたのを

みて、しめたとばかり 「あの土地は私に貸 して く

れ」というようなことはよしましょう、というこ

とを申し合せる、というのがある。そういうのを

みて、そんな組織として産業組合が役立てば、と

考えたらしいです。そういう生産組合を指導する

ような人が村のなかから出てこないだろうか、と

考えたようです。

実際には、思 ったほどそれが実現には至りませ

んでしたが、しかし大正から昭和にかけて、小作

運動のなかに、村というものがかなりの役割を果

たしている。小作運動というのは、いうまで もな

く地主に対 して小作人が闘争したわけですが、そ

の闘争のなかで非常に世論にも訴えて強く闘われ

たものの多くは、自分の村の土地が不在地主によっ

て占められている、我々が一所懸命かせいだもの

は、村にいない地主、町にいる地主を豊かにして

いるだけだという、この不在地主がいる場合の小

作争議がもっとも強力だったようにみております。

その線がずっと生きて、昭和12年 頃の農地政策

に反映しております。この頃になりますと小作運

動はかなり弾圧をうけていたんですが、そのとき

の政府の農地政策ですd不 在地主が土地を売る場

合、それから不在地主を生む土地売却の場合一

というのは、自分の村の土地がよその村の人の土

地に売 られる場合ですね。 そんな場合 に、村

がそれに対 して先買権を持つように しようと、農

地政策要綱に書かれております。これは、日本の

農地政策の伝統からいいますと、本来は不在地主

の土地を耕 している小作人に買わせたいんで しょ

うけれども、金のない場合がある。金のない場合

は村で買 って、それを従来の小作人に貸す。とに

か く自分の村の土地は自分の村の所有にしよう。

それについては先買権を認めようとしたのでした。

このときには、まだ社会大衆党は解散になって

おりませんで、その代議士さんたちは非常にこれ

に興味をもって農林省の後押しを したが、結局は、

これが削除されて、農地調整法一一 農地法ができ

るまで生き続けました農地調整法一一一というもの

になっております。そういうふ うに、村の土地は

村で守ろうというような動きはあったし、それに

対 して、それをちゃんと法律でやろうという動き

はあったわけなんです。

日本の場合、明治時代などは内務省の役人が、

当時の言葉でいいますと部落ですね、部落という

ものがあるのがけしからん、部落根性をなくさな

きゃいかん、というようなことを一所懸命いって

まいりました。

ところが、自作農でさえあればすべてよし、と

いう時代が過ぎ去ってくると、 これがうまく生か

せられないかというふうなことが、考えられてく

る。私だけではありません。よく悪口をいわれま

す。日本の農政は行き詰まると村のことを思い出

す、と。けれども、行き詰まって思い出すのは、

行き詰まっても思い出さないよりはいいことだと

思います。
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日 四つの村で

私、近頃は社会主義国の研究 もいそが しくなり

まして、あまり日本の村を歩けな くなりましたが、

私が歩いた村のなかで、気に入った4つ の村のこ

とをr基 本法農政』という本に書きました。東京

大学を定年になるときの記念に出版 しました。村

であればこういうことをやれるんだ、 というよう

な例です。あとでこの本の書評をして くれたのを

読みまして、われながら、ああなるほど、と思 っ

たことがあります。4つ 書きま したのは、北海道

の士幌町、北海道南網走農協、静岡県三方原農

協、北海道深川市。北海道が3つ なんですね。

「せっか く著者が熱をあげて紹介 したのはいいけ

れども、4つ のうち3つ が北海道で、あとの1つ

だけが府県である。しかもその府県の例たるや一

この先は書いてなかったけれども、私が付け加え

ていいますと 私が少尉であった頃の部下の村

である」というわけで、阪本さんの書いているこ

とはいかに偏っているかという批評を うけました。

しか も、4っ のうち3つ が北海道で、北海道 と

いうのは大江戸300年 の歴史がないんですね。 そ

してご存 じのとおり、北海道の集落は日本の集落

と違って散 らばっている。生活を共同 していると

いう点か らいうと、村としては弱いはずのところ

でおもしろい動きがあったんです。北海道の士幌

町で、農地の買い手は村が選ぶ。具体的にいいま

す と農業委員会が選んだわけですが。この士幌町

に行ったときに、当時社会党員の農業委員と議論

しました。「社会党なら基本法農政に反対するの

ではないか?」 というと、「いや、基本法農政 は

いい」 というんですね。「やはり農業でやって い

こうと思う者が、農業でやっていけるようにしな

ければダメだ。だから誰で も金のある者が土地を

買えるというのはよくない。農業を本気でやる人

が土地を買えるようにすべきだ。」「そこまではそ

れはけっこうだ。本気だというのがどこでわかる

んだ?」 「それは村で生活 していればわかります

よ」。これにはまいったんですね。私 も当時の小

倉武一さんなんかの考え方はわかったけれども、

本気で、というのを法律で書こうとしても書けな

いんだな。本気を何でみるか、と。実際、この士

幌町に行きました ら、札幌へ行ってタクシーの運

転手をやっていた男が、「おれ、農業をや りたい」

と、タクシーでかせいだ金をもって帰ってきた。

それでみんなで検討 して、これは本気だというこ

とになった。それで買うことを許 した、 と。「帰っ

てきたときは本気だ といって、いざ買って しまっ

たら、もうおれの権利だ、といって、いいかげん

な農業をやったらどうなるんだ?」 といった ら、

「いや、そんなことは、我々同士のなかではあり

ませんよ」という。政府はこんなことをやれない。

ほんとにその士幌でやっているようにやるのなら、

悪用されるおそれのあるような法律を、農林省が

書いてもけっこうそれで立派にやっていける。と

ころが、残念なが ら、日本の村 というのは法律の

裏をくぐって悪いことをするやつ、ずるく立ち回

るやつを、どうも排除できないような村が残念な

がら多い。けれども、そういうような、人の本気

をちゃんと見抜くような社会がまだあり、それを

利用してやろうという人があるなら、なんとか し

てバックアップできないか、というふうなことを

考えたことがあります。

その次の南網走農協は、最近の ことは私は知り

ません。ずっと前のことしか知りませんけれども、

ここでも似たようなことで、営農集団で、誰かが

離農するとき、その土地はその人の属する、村と

いっていいで しょう、村の者でなければ買えない。

よその村で買った人がいると、その人のところへ

行って、「こんなことして、お互いがそれぞれの

村を出 し抜いて、自分だけよくなろうとして、北

海道農業がよくなると思 うか」という議論を持ち

込んで、その人の買った値段で買い戻す、という
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ようなことを実際やっておりました。

売り手に対してかなり無理な要求がある場合で

も、墓を残して離農する人はいうことをきいてく

れる、ということを聞いたのが印象的でした。自

分がこれからも墓まいりに年に1度 はくる。その

ときに、やはり村の人か ら、「あいつは利 己主義

者だ」とはいわれた くない、と。や っぱり、「あ

んたのおかげでうちの村は農業をちゃんとやって

います」といわれたほうがいい、ということで、

いうことをきいて くれたようです。そういうよう

なやりかたもできる。

三方原農協といいますのは、さきほども申 しま

した私の戦友が組合長をやっていたんですが、荒

れた土地、転用まちで雑草がぼうぼう生えて くる

と、草刈りをやるということか らどんどん攻めて

いって、耕作放棄地の解消を一所懸命やっており

ました。だいたいじいさん、ばあさんが相手に多

い、ということをいっておりま した。「よくじい

さん、ばあさんがきいて くれるな」といったら、

「それは村の人は違うよ。村の人は、村のためだ

からというということをきいて くれる。困るのは

不在地主」。というのは、地 目が山林原野のまま

で畑になっているところがかなりある。そこを持っ

ている地主さんは、 これはなかなかいうことをき

いて くれない、ということを元上等兵がいってお

りました。最近では長野県の宮田村が有名になっ

ておりますが、府県でもこんな例が絶対にないわ

けではない。

最後の1っ が北海道の深川市で、ここも、跡継

ぎの態度をみていると嘘か本当かがわか る、と。

「あれは百姓をやれる跡継ぎだ」というようなこ

とで、それで判断して、土地を誰が買う権利をもっ

ているかということを決める、という話をしてお

りました。その話を して くれた人の息子が、一時

トラックの運転手になっておりましたが、これが

またもどってきた。よっばらい運転で、村の人に

事故を起こしたので、村にいたたまれないで、 ト

ラックの運転手になったけれども、またもどって

きてやっておりました。跡継ぎで、あれはやる男

だ、というようなことは、これまた法律に書けな

い。法律にちゃんと書いても、悪用す るつもりが

あったらいくらでも悪用できる。それをうまくお

さめて、四の五のいわせずにやっていけるような

村の指導者というのがあり、それでいけば、かな

りの成果をおさめることができる、というような

例がいろいろあった。

農林省 も、あの改善団体などという考え方 は、

考え方としては、私は大変おもしろいと思ってた

んですが、ダメでですね。法律の文章 に書 くだけ

ではどうにもならない動きがあるわけです。もう

こうなってくると、どこに住んでいようと、その

住んでいる土地が遠いか らといって、その村の土

地を買う権利がないというのは憲法違反だという

考え方がまかり通るのであれば、そして、それを

村の団結で守るということができないのであれば、

もう農地法は思い切って自作農主義を捨てること

が必要なのではないかとさえ、私は思 っておりま

す。 というのは、貸付目的で買 うのはけっこう、

大いに買って貸 しなさい、そして貸す場合、その

村の人に貸 しなさい、なまじっか自作人がきて く

れると困る、というようにしないとどうもおかし

くなってしまうのではないか、 というようなこと

をだいぶ前から実は考えているんです。あんまり

そんなことを書くと農林省のほうからじゃま者あ

っかいされそうですけれども、今日は内論のっも

りで率直な意見をいわせてもらいます。それにし

ても、村のために働 くというような人間がだんだ

ん少なくなっていくように思 うのは、年寄のひが

みでなければ幸いだと思います。

ご静聴ありがとうございます(拍 手)。

(宇都宮大学教授)
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