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農業生産組織の社会構造と土地所有機能

佐 々 木 豊

1.は じ め に

本報告は、秋 田県羽後町 「新処集団栽培」、岡

山県奈義町 「大下農園」、愛知県一宮町 「大篠営

農集団」という農業生産組織の、三つの展開例を

生産組織の社会構造と土地所有機能の関連におい

て捉えようとした実態調査報告である。

そ れ ぞ れ、第 皿 、第 皿、第1農 業 地 帯1注)1こあ って

出稼ぎ、過疎、兼業化、都市化が急速に進行する

状況のなかから自生 した稲作集団栽培(秋 田)、

農業共同化法人(岡 山)、 請負耕作(愛 知)の 典

型例を示す。

各報告は、かかる地帯的特色と生産組織が生成

する背景、また組織形態の対照的差異を前提とす

るが、同時にその差異は地域及び組織の発展段階

でもあるとみることができ、ここでは、む しろ、

組織化の過程、組織の構造組織化の成果に報告の

中心が絞られる。 したがって、三地帯、三形式、

及び三つの(組 織的)結 合水準を独 自にあつか う

が、生産組織の連続 として理解 し、ひとつの報告

としたい。

(注)神 谷慶治 「日本農業の可能性」勤草書房、

1966年を参照。

2.調 査 視点

今日、全国的に展開 している農業生産組織は、

従来の家族労作経営の限界を越えて、農業生産を

拡充強化するための集団、組織であると同時に、

変動、変容を生起してやまない社会的沸騰状況の

もとで、農民的土地所有を自発的に再編してい く

ための組織であ って、農業 ・農家をめ ぐる、す ぐ

れて今日的な状況に対応する農民固有の社会的適

応行動、その社会的現象形態に他ならない(視 点

の設定)。

具体的にはこうである。即ち、通常、日本農業

の零細性は、農地の非流動性にあるとされ、かか

る主要因のひとつに農民の所有意識、あるいは農

地法に基 く自作農主義等、所有の論理に問題が求

められてきた。そのため、農基法制定、農地法改

正等、さまざまなインパクトが与えられたが、む

しろ農地の流動性は非農業部門との係 りあいのな

かで生起 し、農業内部では容易に進展せず、所有

権の移動を前提とした経営規模拡大、自立経営の

育成にほど遠い現状にあると言わざるを得ない。

現実の農村にあっては、従来の経営形態では対

応しきれないとみるや、所有権の移動を伴わぬま

ま、むしろ、積極的に種々の農業生産組織を創出

し、土地利用のメカニズムを再編 ・合理化 しつつ、

自己の経営 ・耕作維持を達成するかの動きを示す。

更に、これによって、一部には農業に求心的な層

の存在 もみられるが、多 くは農業生産から離れ、

兼業 ・出稼ぎの強化をはか っているのである。

したがって、その是非はともあれ、さまざまな

農業生産組織は、これを動態的にみれば、農民的
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な農地保有合理化の社会過程であり、静態的には、

独自な社会形象として捉え られる。

それ故、この構造 ・機能を明らかにすることに

よって、現実に即応 した農地保有合理化の軌道と

その方向が示され得るであろうと言いたいのであ

る。

3.農 業生産組織と土地所有

農民的土地所有は、単なる所有ではな く、常に

耕作され、不断の労働力の投下によって維持され

したがって、農地所有は所有権 ・るものである。⇔

経営権の重層 した体系であり、地片は耕作するこ

とによって所有が維持され、所有することによ っ

て耕作が保全 される。これを担うのが、家族労作経

営であり、小家産制であった。すでに、所有 ・耕

作の分離は地主制下に見 られたが、これを所有=

耕作の体系に再編 し、合理化したのが農地法であ

り、それによ って小家産制は維持存続を保障され

る(モ デル参照)。

しかして、近年の農業 ・農村をとりかこむ諸状

況、外部社会の社会作用は、そうした農民的土地

所有形態を動揺 させ、それに対応 した農村社会内

部にあっても、農業 ・農家人 口の減少、兼業化等

が生起し、従来の家族労作経営によって小家産制

の維持が困難となる。そこでまず、個別経営の枠

を越えた集団的生産単位を組織 し、集団的に生産

を進めることによって経営権を保持し、そうする

ことによって所有権を保全する。

農地所有は、個別所有ではな く、総有でもある。

所有権 ・経営権の重層体系は、それを保全 ・保障

する社会構造の支えによって維持される。即ち、

小家産の単位たる農家は、自己のものとして保有

すると同時に、社会単位たるムラ、部落の総有に

ょって集団的に維持されている。ムラは、家の土

地保有のための連合体であり、小家産の維持結合

体であり、小家産を保障するために機能 し、その

範囲としてGebietを もつ。

小家産、個別の経営 ・所有体系の維持が困難と

土地 の所 有 ・耕作権(経 営権)の 錯綜 モデル

① 原基形態 ② 地主制下
説 明

①耕作 する ことは,土 地所 有(hold)す る ことと一体 で

ある。家 は連合 して部落 を構 成 し,個 別的(家)の 所

有は部落総有 と して保持 されてい る。

②地主 的土地所 有によ って,耕 作(小 作)と 所有(地主)

は分離する。領土外 に出た耕作権,所 有権は,い わ

ゆ る入作,・出作の観念 として あ らわれ る。

③ これ を領土内(部 落内)所 有に もどそ うと す る 運 動

が,経 済更生運動等にみ られ る 自作農創設の理念 で

あ る。戦後の農地法は,こ れ を法的に断行 した。 し

か し,領 土有を支え る部落の家産制 は結果 として 維

持 され,土 地所有形態は耕作者総有 としてあ らわれ

た。

④ ところが,60年 代前後の激 しい社会変動,社 会沸 騰

状況の もとで,農 民 自 ら小家産制を克服 しようとす

る運動 と して生産組織が創出 され る。 これ によって

自作農主義の根本で ある耕作(経 営)・ 所有の一体性

が分離 してい く。 しか し,そ の ほとん ど は 部 落 内

(領土の 枠の中)に あ らわれ るのが一般的であ る。
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なる今 日、それを自己目的とするムラは調整機能

を発揮する低 その成員たる農家の性格変容が、ム

ラのGebiet維 持機能をはたしえなくさせる時、それ

に代る集団を生みだす。それが、農業生産組織であ

る。しかし多くの場合、所有権 ・経営権の重層体

系が、成員たる各農家、個別経営にゆだねられて

きたため、ムラのそうした機能は後退し、成員の

中での所有権 ・経営権の不整合など外的インパク

トに対して充分にムラ機能を発揮し得ない状況に

あることも事実である。

しかし、個別経営、小家産は、そうしたムラの

構造、総有に支えられてきたものであり、そこに

は何らかの集団を前提とする。今 日の状況下にお

いてもまた小家産はそれを支える集団作用を必要

とする。・その機能集団が生産組織である。体系を

構造に吸収させることが困難となったと同時に、

外的状況とムラの構造変化に即応 して、従来の農

民的土地所有を、所有と経営に機能分化、分離さ

せ、個別経営によって維持し得ない、あるいはそ

の比重の低下か ら、集団によって経営を担わせ、

経営権を安定させ、個別には、その所有を、所有

権を維持する。それが、農業生産組織の発生して

くる背景と考える。

概略、以上のような問題意識に立脚する。再言

すれば、小家産制に特色づけられる農家が、その

維持をはかろうとする時、その基盤たる農地所有

を、所有と経営の機能を分化させることによって、

まず経営を集団にゆだね、経営権の安定をはかっ

て、所有権の保全を確保 しようとするところに、

農業生産組織が生みだされる。 したがって、生産

組織は、経営権の保全機能をはたすことによって

個別経営を安定させ、個別の経営権、ひいては所

有権を保全する。そして、経営権と所有権の体系

としての農地所有を保障 し、最終的に家産制を存

続させる。

ついでながら、断わっておきたいのは、ここで

いう経営権とは、地片上は耕作権であり、単位と

としては農業生産行為である。 したがって、それ

は農業生産、農業経営としての意味でもあるが、

土地所有本来の側面でもある土地そのものの耕作

をも含める。農地所有を、所有と経営の結合体系

とするのも、所有の対象たる土地は、単なる所有

物ではなく、本質的には、常に労働が加えられ、

耕作されているものであって、その意味での所有

である。

各報告に述べられるように、その意味での耕作

維持が困難となる時に、生産組織によって耕作を

継承 しようとするのであり、また、経営と所有の

分離と云っても、生産組織の中にあ っては、その

成員が完全に耕作から離脱するものではな く、何

らかの形で耕作にたずさわろうとする。形式的に

は、各個が耕作を弱めたかに見えるが、かえって

「耕 さずして持つとは云えぬ」とか、 「他人に耕

作させると取られたも同然」 と云う観念が支配し

ている。

4分 析の枠組

農業生産組織の構造、機能を明らかにしてゆく

とき、いかなる分析の枠組を構成するかが重要と

なる。

今、その論理的展開の余裕がないが、まず、農

村社会構造の基本的構成要素、機能因子を農業・

農民 ・農地 ・農家とし、それが相互に依存 し作

用す るめが構造であると考える。 しかして、農村

社会は、それぞれ結合することによって体系を造

り、習俗社会としての小宇宙を形成 していた(分

析枠組(1惨 照)。 これが外部社会、即 ち企業体社

.会の生成と共に、その作用 とそれへの適応から、

構成要素が分離 ・分化してゆ く。この分離 ・分化

の過程が、即 ちそれぞれの不整合が、農村社会の

変動 ・変容の様相である。

農業生産組織は、外的条件と内的条件の相互作
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分 析 枠 組

{1濃村社会構造{2)土 地保有構造

(3}新処集団栽培の モデル

{4}大下農園モデル
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(注)必 ずしも我 々の論理的根拠ではないが、機能 ・構造分析を
下地としている。

用の中から生まれる。外的には、農業人口の減少、

兼業化、都市化の顕在化があり、それが、内的な

条件ともなり、農業労働力の減少、不足状態を生

起させ、土地所有 ・家産の維持が困難を極めたこ

とである。労働力不足は、まず、従来の生産形態

を変容させることを要求する。これが生産組織を

生む直接的契機となる。

外部社会との連係、たとえば兼業化、出稼は、

急激に膨張 ・増殖を遂げる外部社会、企業体社会

に対し、農村社会、習俗社会が、その小家産制、

土地所有を維持 ・存続させようとする社会的適応

の過程であり、内在的論理と外在的論理の調整過

程、習俗社会の自己展開、小家産制の自己克服 ・

調整と理解する。

そうした理解の上に、農村社会構造が主要な構

成要素の相互作用体系であり、外的 ・内的作用に

対して構造を変化させながら存続する生物有機的

存在として考え、これが、また土地所有構造、あ

るいは生産組織の社会構造等でもあるとして、そ

れぞれの機能因子を設定する。それに即 して、そ

れぞれの作用、反作用、それの相互作用による生

産組織、農家、農地等の動きを見てゆ く(分 析枠

組{2)参照)。

この枠組の上に立って、おおよそ、{1}外的内的

状況と、それへの社会的適応過程として生産組織

の契機、②結合の過程として、その組織化、役割

関係、㈲集団目標とその達成、成果、(4)その後の

条件に対する調整、展開等々の順で論述 した(分

析枠組{3){4)参照)。

5.農 業生産組織の概要

秋田県羽後町は豪雪、水田単作地帯であり、有

数な出稼常習地帯である。そこでの 「新処集団栽

培組合」は、農業労働力の不足解消か ら同族結合

を支えとしたユイ関係を延長して集団栽培を実施

し、耕地集団の積極的保全と、生産力の増大をは
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かろうとする。そこでは、労働力不足か ら部落戸

数52戸 中、35戸によって集団栽培組合を組織 し、

耕地集団52hoの 経営 ・耕作を 目的とし、生産技術

の統一、労働力相互交換、共同作業を進める。 し

か し、耕地集団は、おおよそ三つ 「エッケ」(同

族)と 、関連した圃場区域にわかれるため、三班

三栽培区に分ける。

この班別作業を中心とした集団栽培によ って、

820kgの 高収量、あるいは農業祭で表彰を受ける

などみるべき成果をあげる。分散する個別の経営

・所有は、集団栽培によって維持強化され、それ

によって本 ・分家の個別経営、小家産を保全 し、

同族関係、あるいはその連合体たる部落そのもの

の安定がはかられる。 しか し、生産調整の開始は

集団目標そのものを否定 し、集団栽培の組織的活

動を後退させ、班及び栽培区水準に引きさがる。

稲作の動揺は、出稼の増大、強化とつながるが、

そのためにはかえ って、集団栽培への依存を強め、

個別の経営 ・所有を安定させるものとして評価す

る。しかも、究極において小家産の維持をはかろ

うとする集団栽培は、部落内に木工工場を誘致し、

労働力の稼動、所得拡大をはかろうとする。

岡山県奈義町は、津山市に隣接 し、中国縦貫自

動車道の建設、宅地化の進行によ って動揺してい

る地帯である。すでに35年 ごろより農業人口の減

少、労働力不足を生起させ、かつ兼業化を進行 さ

せていた。そこでは、 カブウチ、土居、講組、部

落の錯綜 した社会関係が存在するが、構造改善の

実施により耕地条件を整備し、稲作経営の合理化

志向が生じ、それ らの社会関係を越えて、6戸 に

よる農業生産法人 「大下農園」が設立 され る。そ

の構成が、兼業5戸 、専業が1戸 であるが、安定

兼業農家の経営 ・所有の維持要請と、専業農家の

自立志向が結合 し、稲作農業生産法人が生れ る。

個 々の所有地は会社 と賃貸契約を結び、専業農家

が社長として生産管理 し、兼業農家は事務を担当

し、各戸の婦人は補助員として作業に参加する。

個別に保有 していた農機具は総べて処分 し、自家

菜園30坪を残すだけとし、所有と経営を完全に分

離する。併せて各戸の生産機能の総べてを会社が

吸収 し、兼業農家は兼業に専念する。それによっ

て、兼業農家は耕作を離脱 し、専業農家に耕作を

全面的にゆだねることとなり、経営権が保全され、

かつ個別の所有権をも保障される。専業農家は完

全に自立を達成できる。

ところで、愛知県宝飯郡一宮町は、東海道ベル

ト地帯の中間点にあり、東名高速道豊川インター

に隣接 し、近年急速な都市化が進行する地帯であ

る。そうした中で、土地改良区を中心とした農業

構造改善事業が進め られる。土地基盤整備が完成

するや、 「大篠営農集団」が組織され、大型機械

を導入することによって省力化を進め、整備され

た水田の集団的維持を達成することによって、個

別経営の中に施設園芸、養鶏等が積極的に導入さ

れる。それまで劣悪な土地条件の中で個別的な労

働力多投を必要とした水田経営を安定 させ ること

によって、個別経営は施設園芸等の都市近郊農業

に重点を移 し、経営 ・所得の拡大をはかる。いわ

ば、個別経営 と個別的な所有によってでは、激化

する都市化の波にのみ込まれたであろう状況の中

で、集団的に水田経営を保全 し、個別経営の中に

外的条件をむしろ積極的に利用して経営拡大をは

かるエネルギーを醸成したのである。集団的水田

の経営は、その個別耕作を離脱させ、畑作へと重

点を移動させる。そしてさらにこの動きは集団内

において、稲作請負グループを発生させ、彼等に

よる請負耕作が展開される。これは施設園芸等、

自立的、合理的経営の拡木を支えるもので、未だ

積極的に自己展開するものではないが、集団的維

持と相乗 してこの耕地集団を存続させている。
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6.農 業生産組織の評価と課題

いずれも、昭和35年 ごろから見 られる農業人口

の減少、兼業化等々の農村社会内部の変動・変容、

国民経済の成長に象徴される外部社会の拡大増殖

の中にあって、旧来の個別経営による農地所有、

ことにその経営維持が困難となり、生産組織によ

って、その再編強化をはかってゆ く。いずれも、

小家産制の 自己維持を、即ち所有 ・経営の保全を

目的とする故に、個別の所有を移動することなく、

むしろ積極的に生産を拡大 し、そうすることによ

って個体的な所有を維持 してゆこうとする。

所有権・経営権への価値評価を別としても、小家

産制の維持存続が自己目的である以上、その目的

合理化のため、機能的に所有と経営を分離 し、経

営を集団に、所有を個別に分担する。生産組織は

あ くまで目的合理性の手段であり、結果である。

耕して所有す るという農民的土地所有を基底とし、

その再編過程、自己調節過程が生みだした形態に

外ならない。

詳細は各報告にゆだねるが、二、三の問題を指

摘 しておく必要があろう。まず、この生産組織の

結合の契機は、農村社会内部の社会関係、例えば、

血縁関係、近隣関係、あるいは成員の面接的関係

に支えられることが多い。それはこの組織の結合

点ではあったが、地縁的結合が弱いため、生産組

織 としての組織的活動を制限する。また、そうし

た結合点に依存 した場合に組織の形成は容易であ

るが、その限りでの組織水準となる。抽象的集合

体への組織水準が低ければ個別の意思が尊重され

るとは云え、結合を弱めることとなり、外的状況

は個別経営を動揺させ、ひいては組織の解体にま

で結びつ く。例えば大下農園が、極めて目的合理

的動機を掲 げ、抽象度を高めた結果が、その目的

を維持できたのに対 し、新処集団栽培は生産調整

などによって、まず個別経営が動揺 し、集団栽培

組合の組織活動を停滞させる。大篠営農集団にお

いても請負耕作グループは、ある意味で、営農集

団の弱体化から生れたものである。

それはまた、集団の結成、維持に機能する集団

目標にも起因する。集団が組織されるには決して単

一目標ではない。社会構造、社会関係に適合し、

その重層の上に目的が掲げられる時に集団が生れ

る。ここでは、すでに農業経営の比重を低下させ、

兼業に力点を置いていた大下農園の場合は、所有

・経営の目標を明確にし得た。したがって、それ

は集団の維持自体が目標にもなり得た。しかし、

大篠、新処では、稲作経営の維持強化も掲げられ

ている。大篠では、都市化の進行、施設園芸等へ

の移行が、稲作の比重を低下させ、かつ生産調整

によってその傾向を決定的にす る。そこで、稲作

生産を担う大篠営農集団の組織そのものの存在を

うす くする。新処集団栽培は稲作生産の強化拡大

を高 く掲げ、そうすることによって、集団的に820

kgの 高収量を達成した。しかし、生産調整は、そ

の成果と、集団目的を、全面的に否定する。集団

目標が外的に否定された時、組織活動は停滞せざ

るを得ず、内部の成員間の緊張操作のため、組織

の形式を変更 し、不均衡を是正してゆくものであ

った。

ところで、農業生産組織は、習俗社会本来の家

産制の維持存続から、即ち経営と所有の体系たる

耕地の保全から生成したとした。それがいかなる

メカニズムから発生し、あるいは動揺するか。そ

してまた土地所有に対していかなる作用を及ぼし、

及ぼされるか。

簡単な結論を加えると、労働力不足がまず生産

の維持を困難にさせ、労働力確保か ら集団的な協

業、共同作業を生む。そうすることによって農業

生産が維持され、家産へ農業、農外両所得が投入

され、家産の経営権が安定 し、農地の所有権がう

らうちされる。それぞれへのインプット、アウ ト
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プッ トは労働力、それによる耕作である。 これに

対 して、逆作用するのが土地本来のもつ機能であ

る。家にとっての家産、祖先代 々の生のあか し、

農業にとっての土壌豊潤度、農民に対 しての生産

の場の提供等々として作用す る。 この循環形式を

いかに維持するかが、農業生産組織のかなめとな

る。例えば、新処集団にあっては、耕地集団の積

極的利用が集団結成の動きであったが、それぞれ

の圃場の地力差が、全面協業へ とはならず、ほぼ

同一条件の栽培区が作業単位となり、かつ、同族

関係が栽培班の範囲となる。それ以上の拡大は、

まず土地の基盤整備が実施されるまでまたねばな

らない。これに対 し、大下農園が、完全な農業生

産法人として存続 し得るのは、土地改良によって

その地力差がな くなったことにもよるところ大き

く、大篠営農集団にあっても、ほぼ同様のことが

云える。

所有は耕作が前提となる。生産組織は個々の耕

作機能を吸収したかに見える。 しか し、大下にお

いては婦人労働、新処、大篠にあっては個別の出

役によって、完全に自己の所有地か ら耕作を離脱

させ るものではない。何 らかの形で耕作を継続す

る。しかし、大下、新処では、個別経営による耕

作から集団による耕作を拡充するため、個別の農

機具、生産手段を集団が吸収 した。・例えば大下で

は、農機具は総て処分 して、兼業農家の個別経営

復帰の条件を制約する。形式的には帰農する条件

がな く、脱農の方向を開き、単なる所有権の主張

主体として存在が示される場合が生じる。新処は、

班別の大型機械の所有である。 したが って、個別

の所有は少な く、生産の拡充をはかろうとすれば、

所有する班に依存せ ざるを得ない。

ところで、以上の生産組織は、同族関係、地縁

的関係、近隣関係等の社会関係に支え られている。

組織自体の結成にとって決定的とはならぬが、対

象たる土地が、いずれも部落等を中心とした耕地

集団の中に散在 しており、 その土地所有、耕作 ・

経営は部落及び耕作集団に支えられている。した

がって、その範囲を越えた、生産組織の一方的活

動がゆるされず、むしろ、そうした部落の社会構

造、ないしは耕地集団の社会関係によって支えら

れている。

まさに、生産組織の社会構造は、そのまま農村

社会の社会構造である。したがって、生産組織の

農民的土地所有機能を見る場合に、基底たる社会

構造を無視 しえない。いわば、家産制は、部落、

ムラによって保障され、土地所有は家と部落との

二重性によって支えられている。生産組織は、部

落、ムラが充分に機能 し得ぬか、あるいはその再

編であると云わざるを得ない。

おわ りに

本報告は、三人の分担によって執筆されたが、

調査はその共同でなされた。設定した課題 自体に

多 くの問題があると同時に、それぞれの報告の不

統一、あるいは言及 されずに誤解を生む箇所 も多

い。 しか しむしろ、実態即 ち、各地の農村、農民

の行動が物語る多 くの問題提起のなかにこそ真実

があり、広 く識者の手によって調査 され整序 され

るべ きであるというのが農村の現状であり、かつ

その本質であると考えるポ

調査にあたって多大のこめいわくをかけたにかか

わらず、快よ くご協力して下さった新処地区、大

下農園、大篠地区の方 を々はじめ羽後町、奈義町、

一宮町、あるいは各農協、各県庁の方々のご助力

に感謝し、お礼を申し述べたい。

(注)今 こζで、論理 的展 開をなす余裕がない。 とり

あえず神谷 ・東 畑 編 「現代 日本の農業 と農民」(岩

波 書店)、 川本彰 「村 落の構造 と機能」(r農 業経

済 研究」4倦2号)、 川 口諦 「所 有 に つい ての覚

書」r同 上」(44巻1号)、 磯辺俊彦 「戦後 自作農制
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