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はじめに

(1)絶対的排他的な土地所有権、明治以降

この観念は基本的に変化していないようであ

る。土地の使用・収益・処分の自由が保証さ

れ、"売るも売らぬも、貸すも貸さぬも、使

うも使わぬも我がの勝手"と意識される。土

地所有に対する意識は、歴史的な経緯・蓄積

の中で形成されるとともに、土地法制の枠組

み、法の理念が影響を及ぼす面も小さくない。

20世紀の後半、規制的な側面を持つ土地法も

制定されたが、事あるごとに規制緩和に向か

う。農地法の枠組みの中で農地にはまだ一定

の秩序が保たれているが、農業条件悪化の下

で、期待するほどに構造改革は進まず、広が

る耕作放棄、農地減少、担い手欠落は農政上

の重大な障害となってきている。

21世紀、我々は農業発展の方向をどう見出

すのか、農地の利用・所有の構造はどうなる

のか、土地(農地)政策をどう考えれば良い

のか。本稿では、我が国の農地所有構造の変

化を概略トレースするにすぎないが、戦後農

地改革によって創出された「自作農の土地所

有」がどう変容したのか、利用権貸借促進の

下で、農地所有構造や所有意識はどう変容す

るのか、といったところが一つのポイントと

なる。

土地の私的独占の各段階で発生する土地の

利用・所有をめぐる紛争、それを規制・調整

する立法・制度の構築、それは歴史段階や国

家の在り様とも係わっている。大化の改新後

の班田収授制(652年～)は我が国の古代律

令国家の土地制度として位置づけられる。そ

の後も中世、近世、近代、現代を通じて土地

制度は変遷する。

明治以降の農地制度、農地所有の構造変化

をみても、

①地租改正-徳川封建領主支配下の一

地両主的な土地所有から「百姓持ノ地」

たる所有権確定へ、

②明治期における地主制確立、その後の

地主制後退の中で戦時統制的農地制度へ、

③第2次大戦後の農地改革ー地主的土

地所有を解体、自作農の土地所有を確立、

④60年代以降の日本経済の進展、農地貸

借促進政策ー土地持ち非農家の増加、

農地相続の分割的傾向、利用放棄の急速

な拡大、自作農の土地所有と所有意識に

変化。

(2)戦後の国土・経済政策は、土地のもつ

特殊性(有限性、非移動性、異種間の土地利

用の競合など)や発達した経済社会が要請す

るところの土地の公共性・社会性や公平、公

正といったことに充分な政策配慮を払うこと

なく、土地を他の商品と同様に扱ってきたと

いっても過言ではない。

独占排他的な権利として保証されている我

が国の土地所有権について、土地基本法

(1989年)では公共の福祉優先の理念を一応導
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入した。だが、この「公共の福祉」がいかな

る性格・内容を有するのかは土地基本法では

もちろん規定してはいないし、その後の土地

政策においても十分には詰められてこなかっ

た。バブル経済崩壊、長期構造的不況のもと、

「規制緩和、規制改革」の流れの中で土地諸

法もまた緩和の方向に向かっている。土地の

公共性や土地所有権のあり方に根本において

検討を加えることなく21世紀を迎えたが、今

世紀において土地所有権が如何なる方向に向

かうべきなのか。この点、土地所有と公共思

想に関するヨーロッパの状況が本誌で既に紹

介されており、大いに参考となる(注1)。

(3)農地に目を向ければ、農地所有構造や

農地所有意識の変化に対応しての将来の農地

所有・利用関係のあり方や経営継承のあり方

が問われる。農地所有の構造は、農地改革か

ら55年、その歴史過程を通じて著しく変容し

た。そして、農地改革やそれによって創出さ

れた自作農の土地所有など"今ごろ古い話

だ"とされかねない。だが、先行き混沌とし

ている今、歴史を画した改革やその後の変容

過程を把握して、歴史の所産を見詰め直すこ

とも新たな政策方向を見出す上で必要ではな

いか。

本稿ではそのような視点から農地改革(前

史としての地租改正)以降の農地所有構造の

変容過程、それに係る農地政策過程に主とし

て焦点を当てるが、内容的には概略整理した

ものといったところである点を予め断ってお

きたい。なお、主題との関係からもわが国経

済社会の推移や農外土地問題、農地賃貸借問

題等には殆どふれていない(注2)。

(注1)田山輝明「土地所有思想と公共思想につ

いて」(『土地と農業』No.23、1993年)、戒能

通厚「イングランドにおける土地所有思想

と公共観念」{同No.24、1994年)。

(注2)これらの点に関して、拙稿『現代農地賃

貸借論』農林統計協会、2001年)、同、「土地

政策の展開と農地問題」(『農政調査時報』第

403号～第408号、1990年)、同「最近の土地

政策の動向」{農業問題研究会『農業問題研

究』、1991年)。
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I地租改正による土地所有の確定

1.地租改正前夜

(1)地租改正に至るまで

1868年、明治維新によって近代国家への移

行がはじまる。この頃、既に世界はイギリス

産業革命、フランス大革命、アメリカ独立か

ら1世紀、国富論(スミス)から資本論(マ

ルクス)へと移り、世界資本主義は帝国主義

段階に入っていく。明治政府は、近代国家へ

と向かう国家運営の基本財源を地租に求めた。

地租改正は、地租担当層を特定することを通

じて国家財源を確保するとともに、それは地

主的土地所有として再編する過程でもあった。

ところで、大化の改新・律令国家形成から

地租改正までの1200年を超える我が国の土地

制度を極めて乱暴に眺めれば以下のようであ

った(注1)。

①大化の改新・班田収授制から荘園制へ

と展開する奈良・平安期-大化の改新(645

年～)・律令国家の下で氏族的大土地所有を

解体、班田収授制を確立(652年班田収授法

の施行～、公地公民・6年1班制、租・調・

庸の負担)。以降、口分田以外に位田・識分田

等の存在・増設等による潜在的私的所有から

事実上の私的所有への展開、公地公民制の崩

壊、初期荘園制の展開(723年の三世一身法

を起点、墾田永年私財法・743年～)。

②荘園制・鎌倉封建制-荘園制の発達

(荘園整理令・10～12世紀、荘園の認可、公

領との紛争処理)、割拠的領有を基礎として台

頭した源氏の支配体制(1186年～鎌倉封建

制)。守護・地頭の設置、荘園紛争防止のため

の下地中分(領家・地頭の二重支配から分割

による完全支配権の確立)を経て、地頭の台

頭から衰退(何分の1地頭の出現、分割相続

も影響)、守護の台頭、荘園内部での名主の分

解、荘園制の崩壊、室町、戦国時代へ。14世

紀以降、所領の不分割・単独相続へ。「イエ」

の成立は、11世紀後半上級貴族に、14～15世

紀に在地領主に、16世紀後半農民に。

③太閤検地・徳川封建制一全国統一的な

検地(太閤検地、1582年起点、以降数次にわ

たり実施)による重畳的得分収取権の解体、

領主と名請人(本百姓)の一元的支配関係へ

の再編、群雄割拠した豪族勢力の解体とその

全国的な統一、兵農分離(刀狩令、身分統制

令)、生産物貢租と作人の固定(田畑永代売買

禁止、分地制限、移動禁止等)、その後の商品

経済・商業的農業の展開に伴う農民統治の弛

緩、農民層の分解、入質、流質、事実上の土

地移動、分地の進行、新田開墾の促進、寄生

地主への展開、百姓一揆の多発等の中で徳川

封建制は崩壊の危機に曝される。そして、政

治体制、経済体制の一大改革たる明治維新・

地租改正へと歴史は向う。

(2)古代～明治期、農地・人口の推移

人間活動の基本を支えてきた農地と人口の
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表-I-1古代～明治期:農地・人口の推移

古代から近代までの推移を見ておけば、3世

紀頃300万人いたとされる日本列島の人口は

その後増加、

700年頃(班田収授制下)には550～580万

人、農地面積は80～90万町歩に達していた。

900年頃(平安初期・荘園制初期)、農地105

万町歩、人口600万人へ。

1450年頃(中世・室町時代)、農地130万町

歩、人口890万人、1590年頃には農地165万町

歩(太閤検地・1598年で206町歩)、人口1,230

万人へ。

1730年(江戸中期)には農地300万町歩、

人口2,830万人に、そして徳川末期の1846年

には農地400万町歩、人口3,240万人へ。

明治維新・地租改正時の1874年(明治7

年)には農地413万町歩(田327万町歩、畑

186万町歩)、人口3,530万人となる。明治中期

の地主制の確立期1890年には農地503万町歩

(田275万町歩、畑228万町歩)と、今日の農

地面積を上回っていた。(表一I-1)

(3)地租改正前夜の農地保有構造

太閤検地以降の土地に関する規制は、田畑

永代売買禁止令(1643年、売買禁止、煙草・

菜種・木綿作付け禁止)、本百姓の移動禁止

(1649年、慶安御触書)、分地制限令(1673年、

名主は20石、本百姓は10石以下の田畑所持者

は分地を禁止、さらに1713年、田畑は10石・

面積1町より小さくなる分地を禁止)の下で

の農民統治(注2)。

にもかかわらず、新田開発、生産力の発展、

商業化の進展等社会的生産力の拡大につれて、

農民層の格差の拡大・分解、質入・質流によ

る農地の事実上の移動(1695年、流質の承

認)、商品作物栽培の拡大が進む。18世紀以降、

煙草等商品作物栽培の公認(1702年)、新田開

墾促進、流地禁止(1721年)から23年の流地

禁止の解除等へと推移する。

農民層の分解に伴っての小作関係の発生

(質地小作、普通小作、永小作)、他方で、新

田開発、商業・高利貸し資本の土地集積等に

よる地主の発生をみる。住友・別子銅山採掘

(1691年)飯米用として数100町歩所有、H

家(酒田)・200町歩所有(1700年)～1,338
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町歩所有(1860年)、I家(新潟)福島潟開墾

(Ⅰ754～1790年)私田7,000石(1804年)等の

如くである。なお、江戸時代の農地は、1600

年頃200万町歩、1700年頃300万町歩、1850年

頃400万町歩あったとみられる((補)我が国の

農地制度・農地政策略年史参照)。

山林原野は、幕府直轄林(御林、御林奉行

による管轄)、村民入会林野(村中入会・村々

入会、小物成の徴収)、農民所持山林の存在を

みる。畿内周辺、紀州では用材林業・山林地

主の成長、松江藩では鉄師(たたら製鉄)に

よる山林地主の形成をみた(その典型は島根

県T家、1681年鉄師として土着、たたら最盛

期25ヶ所、1897年農地435町歩、山林24,150

町歩)(注3)。

こうした展開のもとで形成されてくる徳川

封建制末期の土地所有は、封建的寄生地主的

土地所有であったとされる(注4)。

徳川封建制下の寄生地主的土地所有の下で

百姓一揆が多発する。それは、全生活余剰を

収取する封建領主対本百姓の対立関係を基本

とするが、封建寄生地主の形成とともに零細

小作農を中心とする小作争議を内包し、一揆

等の発生も江戸時代後期に多発し(1600～

1700年に200件程度、1700年～明治維新まで

に1,000件を超えた)、徳川封建制の矛盾の激

化、限界の中で明治維新を迎える。

(注1)既存資料を参考としており、国土庁土地

局監修『日本の土地』(ぎょうせい、1996

年)、古島敏雄編『日本地主制史研究』(岩波

書店、1958年)、歴史学研究会・日本史研究

会編『講座日本歴史』(東京大学出版会、

1984～85年)、農地改革記録委員会『農地改

革顛末概要』(農政調査会、1951年)、児玉幸

多編『日本歴史年表』(吉川弘文館、2002

年)、渡辺・五味編『土地所有史』(山川出版

社、2002年)等。

(注2)幕府は本百姓の規模を10石・1町とみて

いたといえる。また、慶安の御触書(1649

年)が前提とする本百姓経営は、「夫婦かけむ

かい」というような単婚小家族であったと

される(藤原明久「近世の土地」、前出『日

本の土地』、ll4～ll9ペ一一ジ)。

(注3)本節での地主層の農地面積等は、前出

『農地改革顛末概要』、801～823ページ。

(注4)徳川期の地主制は、「徳川封建制下に零細

耕作農奴を制縛していた所の、封建的大土

地領有権者の苛敏と高利貸資本的寄生地主

の詠求との二層の隷役関係」との見解(山

田盛太郎『日本資本主義分析』、岩波書店、

1934年、3～4ページ)、また、寄生地主制

が成立する時点を、「元禄-享保期に封建領

主が質取主の利益部分を公認すると同時に、

質流地、その他で成立した(含町人請負新

田)小作地における小作料を公認し、小作

料の不納に対して領主の公権でもって取立

を原則的に保証するようになった時期」と

の見解(大石慎三郎「寄生地主形成の起点」、

古島敏雄編『日本地主制史研究』、岩波書店、
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1958年、140ページ)をみる。

2.地租改正の実施

(1)地租改正関係法令

300年に及ぶ徳川封建制の崩壊、日本の近

代化、資本主義的展開の画期としての明治維

新(1868・明治元年)は、政治体制の改革と

ともに経済改革が重要な日程にのぼる。中で

も土地改革「地租改正」は、新たな国家体制

の財源確保上の最重要な政策課題であった。

1868年12月の太政官布告は、「拝領地並二社

寺地ノ外村々ノ地面ハ素ヨリ都テ百姓持ノ地

タルベシ」とし、同時に租税は「諸国租法ハ

旧慣二依ル」とした。旧租法はそのまま検見

規則・1870年、縣治条例・1871年(旧年貢・

賦役・運上・冥加金徴収組織を踏襲)と引き

継がれる。そして、土地改革の一環として地

券波方規則で地券を交付(1872年・壬申地券

一課税のための土地所有者の確定と地価の把

握、従来無税であった市街地にも課税)、同時

に、徳川封建制の下で規制されてきた田畑勝

手作りや地所売買の禁止を解除(1871年・田

畑勝手作りの許可、1872年・太政官布告・地

所永代売買禁止を解除-売買、分割、抵当、

質入、貸借の自由)によって、土地所有権の

自由な権利行使(使用・収益・処分の自由)

を容認することとなる。

1873年に地租改正条例が公布されて、地租

改正実施へと移る。「地租改正ノ義ハ皇国数百

年来ノ旧習ヲ一洗致候義ニテ実ニ一大事件タ

ル義ハ贅言ヲ不待候処、別テ廃藩置県ノ後全

国各種ノ税法ヲ一変仕候義」であるとされ、

また、地租改正が終わるまでは旧貢租(貢租

諸掛りは収穫米の37%と高率)が据え置かれ

た。地租改正条例によって地租は、地価の

100分の3とされた。

その後、減租の詔勅(1877年)によって地

租は地価の100分の2.5に引き下げられ、土地

売買譲渡規則の制定(1880年、売買は地券に

奥書き)、旧登記法制定(1886年、裁判所管轄、

物的編成主義、土地登記簿、建物登記簿の並

立)、土地台帳規則(1889年)で地券制度を廃

止する、といった経緯をたどる。

(2)地租改正の実施過程

地租は、幕府将軍・各藩領主・家臣団の権

力(地代徴取、行政、軍事等の広汎な権利)

の有償的解体(藩札の引換、藩債の承継、秩

禄処分)や新たな国家運営に必用な明治政府

の財政確立の重要な財源として徳川封建制の

貢租を下回ることのない水準とした(1873年

の国家総歳入8,550万円のうち地租収入6,060

万円・70.9%に達していた)。

地租改正事業は、土地調査、所有者の確定、

地価の決定、地券の交付、地図・台帳の作成

であるが、土地問題の側面からは、所有者の

確定と地価の決定が最大の課題である。その

点のみ概観しておく。

1)土地所有者の確定
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地租改正は、徳川封建幕藩領有制を廃止し

たうえで、「村々ノ地ハ素ヨリ都テ百姓持ノ

地」として農民の私的土地所有を容認するこ

ととなった。地租改正は、自由かつ私的な土

地所有権を確立したのであり使用・収益・処

分を自由とした(地券の裏には「日本人民ノ

批券状有スルモノハ其土地ヲ適意二所用シ又

ハ土地ヲ所有シ得ヘキ権利アル者二売買譲渡

質入書入スルニモ得ベシ」と記載)。

といっても現状の土地所有構造を基本的に

変更させることなく、地租徴収を確実にする

ための土地所有権の付与であった。納税を担

保できる者に所有権を確定する意味合いから

も、現実の耕作者(小作人)に所有権を認める

のではなく、寄生地主的土地所有に手をつけ

るものでもなかった。また、徴税上も一地両

主的土地所有を否定して、分割所有権たる旧

慣永小作のうち「開墾永小作」は永小作人に

よる永小作権買取りを認めたが(地主、永小

作人のいずれかの買取りによるか、あるいは

両者の分割による所有権の確定)、その他の永

小作権は無条件で廃止とした。

地租改正の段階で小作農民の農地所有権は

狭められている。しかし実態としてその後も

永小作は残存したし、また永小作に近い慣行

小作や普通小作が、経済外的強制を伴うよう

な従属的な地主小作関係を引きずったままの

ものも含めて残存し、その後の寄生地主制の

展開の中で、小作問題は農地政策上の主要な

課題となっていく。

山林原野は、官民有区分にあたって、私有

が明確でないものは官有の措置をとった。こ

のため、幕藩林野の官有化、官民区分による

入会林野の官収等によって官有地の膨大な増

加がみられた(官有地はその後入会利用を禁

止)。民有化に際しても集落有等の場合はその

代表者名義での個人名義化も見られ(利用は

共同的、入相的利用を継続)、それは、以後の

山林所有と入会権の衝突といった問題を内包

させていた。

2)地価の決定

地租改正での地価の決定は、「地方官心得

書」に検査例を示している。要約すれば、

①自作の場合-1歩当たり収穫米1石六

斗・4円80銭-種籾肥代72銭=残金4円8銭、

4円8銭一(村入費40銭8厘+地租1円22銭

4厘)=残金2円44銭8厘、残金を6分の利

と見倣すと地価40円80銭。地価40円80銭×

100分の3=1円22銭4厘(地租)。

②地主の場合一小作米1石8升8合・3

円26銭4厘一(村入費40銭8厘+地租1円22

銭4厘)=残金1円63銭2厘、残金を4分の

利と見倣すと地価40円80銭。

自作経営の場合は、粗収益から種籾肥代を

控除した残余(所得部分)より地租・村入費

を控除いた残額の資本還元値が自作地地価

(所得の還元地価)となる計算式である。地

主の場合、収穫物の68%に及ぶ現物地代から

地租・村入費を控除した残額の資本還元値が
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表一I-2地租改正での地租水準.地主・小作取分(1反当り)

地主採算地価(剰余の還元地価)となる計算

式である。寄生地主経営の圧倒的優位、ここ

に徳川封建制地主制を再編して新たな地主制

を展開させる経済的基礎があった(注5)。農

地価格の具体的な決定に際しては従前の貢租

を下回らない地租の徴収が意図された等の事

情もあって、零細自作農民等による、地租負

担の軽減、不当地価設定反対・地価更正、地

租割戻し等の紛争が各地で発生している。

(表-I-2)

国際的規範においては、自耕して『小農』

範疇を実現するに足るほどに過ぎないに拘

らず、日本においては、右の小作者10人分

のに等しい取前を確保する………茲に、土

地所有者の寄食化傾向と、自耕に対する障

碍、自耕より依食化への普遍的傾向とを看

取せよ」と指摘した(前出、山田『日本資本

主義分析』、191ページ)。

3.地主的土地所有の編成替

(注5)この点、零細農耕と寄生地主制の展開基

礎について山田盛太郎氏は、「1町歩(日本

内地の1戸当り平均耕作面積)耕作の小作

者10人分の取前合計は、只だ5町歩の土地

に依食する地主1人分の取前に等しい。

かくの如き5町歩の土地所有。それは、

(1)土地所有編成替の結果

地租改正は、1876年(林野は1881年)に完

了する。地租改正後の林野を含む土地所有の

構成は、1982年で官有地539万町歩(うち御

料林0.1万町歩)、民有地1,271万町歩。その後

の林野等の官有化が進み、1890(明治23)年
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では官有地2,175万町歩、うち御料林365万町

歩、民有地1,382万町歩となる。

地租改正開始段階での農地面積は、田227

万町歩、畑186万町歩(1874年)であり、小

作地率は30%程度であったが、地租改正終了

後(1883年)には34%程度に増加している。そ

の後の小作地率は39.9%(1892年)、44.4%

(1905年)と増加をたどる。自小作農構成は、

1883年の自作農39.4%、自小作農38.6%、小

作農22.0%から1908年には自作農33.3%、自

小作農39.2%、小作農27.6%へと自作農の減

少と小作農増加を示す。地租改正は、自作経

営を作り出す過程ではなかったし、その後も

自作経営は後退の道をたどる。

この小作農への転落の加速、一方で地主の

台頭は、地租改正検査例(前掲表-I-2参

照)にその基礎が示されている。耕作者(小

作人)の取分は32%、うち種籾肥代15%を含

むから耕作者(小作人)の労賃相当部分は17

%にすぎない。他方で地租・村入費(34%)

を控除した34%が土地所有者の資格で地主に

確保される。土地所有の絶対的優位が保証さ

れたのであり、この明治地租改正の地主、小

作の配分関係は、徳川末期(公租諸掛37%、

地主徳米24%、小作取分(含種籾肥代)39

%)よりも地主が耕作者(小作人}を圧倒する

関係、地主の土地集積・肥大化の経済的基礎

を作り出したのであった。

(2)地租改正後の土地所有権の内実

「村々ノ地面ハ素ヨリ総テ百姓持ノ地タル

ベシ」として実施された地租改正によって確

定された土地所有権を如何なるものと見るの

か。地租改正によって徳川封建制が緊縛して

いた領主と本百姓の一元的支配関係が解き放

たれて、近代国家の法体系の下で「農民の土

地所有権」が確立されていく(注6)。だがそ

れは、基本的には寄生地主的土地所有への再

編画期なのであり、独立自営の自作農の土地

所有を作り出すことではもちろんなかった。

「地租改正を基準とする土地所有の法的確認、

官民有区分、農民の入会地・共有地その他の

官収化による土地所有の編成替の過程を通じ

て、半封建的土地所有組織・地主制は再編さ

れ、確立された」と『農地改革顛末概要』は

指摘している(注7).地主制形成の経済的基

礎は地租改正検査例にみるごとく保証されて

いくのであった。それは、生産物地代(物納)

と金納税制(物納貢租から金納地租への転

換)の分裂の下でのその後の地租の減額

(1877年、地租は100分の2・5、村入費は地租

の5分の1)によって、さらには米価高騰も

加わって、地主制の展開と零細自作農民の分

解・薄層・零細小作農化・さらには賃労働者

化を促進させて寄生地主制の形成へと展開し

ていく。

(注6)地租改正後の土地所有権をめぐっては、

原田純孝氏は、「近代日本の土地所有権は、

地租の納税義務を負うことの見返りとして

の権利名義=土地所有者としての資格・権
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原を認められた、地租改正前から法認され

ていた土地の使用・収益・処分の自由もそ

のような資格・権原と一体化する形で法的

保護の対象となつた。……一般の各所有者

にとっての『土地所有権』とは、従前から

の慣習や慣行の延長上でその土地を使用・

収益・処分し、よって得られる経済的利益

を-地租納入の負担を履行しつつ-自

らに帰属せしめうる権原・権利にほかなら

なかった」とし、明治初期の土地制度の改

革に際し近世と近代との断絶の意識がほと

んどない点に日本の土地所有観念形成の大

きな歴史的特徴があるとする(原田純孝

「「日本型都市法」の形成」、原田純孝編

『日本の都市法I』、東京大学出版会、2001

年、52～53、68ページ)。こうした点につい

ては、日本土地法学会シンポジューム「近

代的土地所有の基本問題」における石井柴

郎氏の報告「日本法制史の立場から」及び

シンポジュームでの議論参照(日本土地法

学会『近代的土地所有権・入浜権』(有斐閣、

1976年)。

(注7)農地改革記録委員会『農地改革顛末概

要』(農政調査会、1951年)、33ページ。な

お、地租改正の性格、それに先行する時期

・徳川封建制下の土地所有権の性格をめぐ

って若干見ておけば、

(a)地租改正の性格について山田盛太郎氏

は、「旧幕藩を基調とする純粋封建的土地所

有組織=零細耕作農奴経済から軍事的半農

15

奴制的保塁をもつ半封建的土地所有制=半

農奴制的零細農耕への編成替」であったと

位置づけ、零細耕作農奴は、フランス革命

の場合の分割農民のような開放を得ること

なく、零細耕作農奴の主要部分を、封建的

大土地領有権の妥協的解消形態たる半封建

的隷役条件継承の高利貸資本的寄生地主に

対して、高率小作料を納める半隷農的零細

耕作農民に転化させたとした(前出、山田

『日本資本主義分析』、4、184ページ)。

(b)徳川封建制の農民の土地所有をめぐっ

ては、小倉武一氏は、①土地私有権論(中

田薫、小野武夫等、-土地に対する保有

の権利は大部分は所属者あり、所属の原因

は、i封建制度より淵源する封建的土地保

有(幕府、社寺、幕臣の保有する土地)ⅱ

私法上の権利関係に於いて幕府より認めら

れた民法的土地保有(農地等の百姓の所

持))、②農奴制的土地所有論(金井昂、土

屋喬雄等-封建社会の本質的要素は、封

建諸侯の土地所有と直接生産者へのその土

地の配賦、即ち農奴制、農民には耕作権、

用益権があるにすぎない)、③土地所持権論

(戒能通孝-徳川期の庶民階級の土地に対

する私的所有は純粋化せず、土地所有権の

抽象化、絶対化を完成せず、土地所有権は

公的負担を伴った社会的占有-土地所持

権)等の論争経過を分析のうえ、「封建的土

地所有権は領主に存し、農民の土地に対す

る関係は、土地そのものの所有(権)を意



味するのではなく、石高に表示された土地

の所持(権)〔保有(権)〕」だとした(小倉武

一「土地立法の史的考察」(『小倉武一著作

集第1巻』所収、27～72ページ参照)。

藤原明久氏は、農民は田畑の年貢担当者

として幕藩領主から土地の「所持」権を法

的に保証された(領主の年貢徴収と結びつ

き、規定される)、処分の権能を欠如しても

使用・収益の権能に重点をおく所有権であ

り、幕藩領主は年貢徴収を基本とする領地

支配権者である"とする(藤原「近世の土

地」、前出『日本の土地』ll8～ll9ページ)。

宮崎俊行氏は、幕藩体制下における、農

民の私的な土地「所有」は、おおむね18世

紀以降、(ⅰ)使用・収益面での相当程度の

独立性・個別性、(ⅱ)質入・流地による譲

渡可能、(ⅲ)貸付、小作料徴収が可能、

(ⅳ)一定の(交換)価値的評価がなされ

て財産的価値を持ったとして、「もちろん、

それは、私的所有権そのものではない。し

かし、それは、それ程大きな断絶なしに、

私的土地所有権に移行・転化することが可

能であった」としている(宮崎俊行『激動

の25年(Ⅰ970年～1990年)と日本農業法

学』、朝日大学法学研究所、1996年、15ペー

ジ)。
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Ⅱ戦前期・地主制の展開から後退へ

1.地租改正後・地主制の展開

(1)地租改正以降の農地に関連する立法の

概略

維新以降、近代国家としての発展、経済体

制の確立、経済・産業の資本主義的展開をめ

ざす。他方で、農業は地租改正で編成替した

土地所有の「半封建的寄生地主制」と生産様

式の「零細農耕制」の構造の下に寄生地主の

成長・展開をみる。近代的国家の法体系とし

て憲法、民法の制定が具体化してくる1890年

前後には寄生地主制がその形成をみる段階を

迎えており、農地の所有・利用を律する法律

は、半封建的土地所有の擁護といった側面を

強く抱え込むこととなる。

そうした中で、小作条例草按が検討された。

この草按は、①旧慣永小作を認めず期間30年

以内、口頭契約小作は1期1作のみ、賃借権

の譲渡、転貸は地主の承諾、永年作物作付け

は地主の承諾、小作料怠納処分、②売買、譲

渡に伴う小作契約変更の制限、修繕費、有益

費の補償、等を内容とし、旧来の小作慣行を

ある程度容認しつつ基本的には地主的土地所

有を擁護・維持しようとするものであった

(注1)。だが、既に民法制定が検討されてい

る中で成立を見ず、地主・小作問題は民法ベ

ースでの処理にとりあえず落ち着く。

なおこの時期に、地主的土地所有の下での

地主主体による土地改良推進のための耕地整

理法(1899年)、さらに水利組合法(1908年、

前身として水利組合条例・1890年)が制定さ

れた。

1)小作条例草按の企画(1887・明治20

年)

地租改正後、地租の引下げ(1877年、100

分の2.5へ)、さらに地租条例の制定(1884

年)によって、米価の上昇等にかかわらず地

価を据え置き(地租の据え置き)、地主の租税

負担の事実上の軽減、地主取分の増大が保証

されることとなる。一方、地租改正によって

旧慣小作の整理をしたものの現実には多様な

形での小作関係が残存し、さらに、寄生地主

的土地所有の拡大、零細農民の薄層・小作化

が進行し、地主・小作の紛争が拡大する。

2)明治憲法(大日本帝国憲法、1889・明

治22年)

明治憲法は告文で「朕ハ我が臣民ノ権利及

財産ノ安全ヲ貴重シ及之ヲ保護シ批ノ憲法及

法律ノ範囲内二於テ享有ヲ完全ナラシムヘキ

コトヲ宣言ス」とし、所有権については、「日

本臣民ハ其ノ所有権ヲ侵サルルコトナシ②

公益ノ為必用ナル処分ハ法律ノ定メル所ニヨ

ル」(第27条)と規定した。所有権は、公益の

名による制約以外は侵されることのない絶対

的な権利としたのである。
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3)旧民法(1890・明治23年、ただし、施

行が無期延期され廃止)

所有権については、「所有権トハ自由二物ノ

使用、収益及ヒ処分ヲ為ス権利ヲ謂フ②批

権利ハ法律又ハ合意又ハ遺言ヲ以テスルニ非

サレハ之ヲ制限スルコト得ス」(第30条)とし、

土地所有権については、「土地ノ所有者ハ其地

上二一切ノ築造、栽植ヲ為シ又ハ之ヲ廃スル

コトヲ得②又其地下二一切ノ開墾及ビ採掘

ヲナスコトヲ得」(第34条)とした。

その上で、永借権のみならず賃借権も物権

(「物権ハ直チニ物ノ上二行ナハレ且総テノ

人二対抗スルコトヲ得ヘキモノニシテ主タル

アリ従タルアリ」(第2条)と規定)として構

成した(ボアソナードの原案作成による)。し

かし、地主的土地所有の確立を目指す保守勢

力によって、所有権に食い込むような賃借権

の物権化の立法は葬り去られた。

4)民法(1896・明治29年)

1986年制定民法では、所有権を「所有者ハ

法令ノ制限内二於テ自由二其所有物ノ使用、

収益及ヒ処分ヲ為ス権利ヲ有ス」(第206条)、

「土地ノ所有権ハ法令ノ制限内二於テ其土地

ノ上下二及フ」(第207条)とした。使用・収益

・処分の自由を保証したのである。

他方で、永小作権は認めたが(存続期間50

年以下、第278条)、賃借権は、①債権として

構成され、②賃貸借の存続期間は20年に制限

(第604条),③「売買は貸借を破る」のたてま

えをとったうえで賃貸借の登記による第3者

対抗力の付与(第605条)、④賃借権の譲渡、転

貸は賃貸人の承諾を要し、承諾なき譲渡、転

貸は解除条件(第612条)、⑤期間の定めのない

賃貸借の解約申入れの自由(第617条)と黙

示の更新(第619条)、⑥賃借人の費用償還請求

権(第608条)として構成した。

地主制確立の意図のもとに賃借権が劣位な

のであり、旧民法とは明らかに異なる構成と

なった。農地賃貸借もこの民法原則の下に置

かれ、零細小作農の劣位からの開放、旧来か

らの地主小作関係(地主への従属的関係)か

らの開放は法律上何ら手当てされることとは

ならなかった。

なお、明治民法(親族編、1948年全面改正

前)は、家の財産の管理、承継については、

戸主制度、家督相続制度を特徴とする。

(2)「家」の土地所有と家督相続

明治維新以降の家族、家の財産の管理、そ

の承継・相続に関して、明治民法(親族編)

は、戸主制度(第2章)、法定財産制(婚姻後

の戸主の財産管理権)(第798～807条)、家督

相続制(戸主の死亡隠居等)をとった。

家父長的家族制度の下では、「家」が土地所

有の主体であり、「家」が農業経営の主体であ

って、「家」に縛られた家族労働によって農業

が維持される。この「家」としての土地所有

と「家」による財産の承継を法的に担保した

のが、この戦前の民法規定であったといえる。
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「土地は、超世代的な家の物的基礎であり、

土地の分割は家の崩壊であり、したがって、

長男に単独相続させて、家を維持するという

意識が普遍的となる。……土地所有権は、価

値に対する私的所有権でなく、それみずから

一定の社会的政治的公的地位を保障する権力

の基礎にほかならない」(注2)。府県会議員被

選挙資格は地租10円以上納税者(農地所有平

均1町6反以上に相当、1878年)、国会議員の

被選挙資格は直接国税15円以上納税者(農地

所有平均2町2反以上相当、1980年)にそれ

は示される。

実態としても「家」と「家」の財産(土

地)の長子による不分割的承継といった慣行

と意識は定着し、それは第2次世界大戦後の

民法改正(1948年)による戸主制度の廃止、均

分相続制への移行後にも、長子による事実上

の一括相続は長期にわたって存在し続けた。

(3)地主的土地所有の形成

1)地主的土地所有の形成推移

地租改正を画期とする寄生地主制は、地租

改正検査例にみる地主取前の圧倒的優位、現

物納年貢と金納地租の分裂の中での米価上昇、

地租率の引下げ(1877年)、地租条例の制定に

よる地価据え置き、米価の変動等の経過の中

で、零細層の没落の対極に1890(明治23)年

頃までに形成されたとされる。

地主制確立の経済的基礎たる小作における

地主取前は、徳川末期24%(小作人取前39%、

地租・村入費37%)、地租改正検査例34%(小

作人取前32%、地租・村入費34%)、1878～87

年56.5%(小作人取前32.0%、地租・村入費

11。5%)と推移する。米収穫高の6割近くを

懐にする、ここに地主が一層寄生化

する動機、経済的基礎が存した。(表-Ⅱ-

1)

寄生地主制形成期までの、大規模地主等の

数値は正確に把握されていないが、1868(明

治1)年に豪族368名、富民77名(22県29国

調査)、1888年に田畑10町歩以上39,265戸(39

府県調査)とされ、1889年の21県調査で50町

歩以上地主796戸を数えた。1908(明治41)

年には50町歩以上地主は2,574戸(うち北海

道357、東北516、新潟274)となり、1924(大

正13)年に3,158戸(北海道787、東北757、新

表-Ⅱ-1地主・小作人の取前の変化
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表-Ⅱ-2大地主の形成推移(50町歩以上)

潟262)に達した。うち千町歩地主は19戸

(北海道9、東北3、新潟5)。新潟、東北地

域での徳川封建時代から蓄積・拡大してきた

大地主と北海道における明治政府の土地払下

げを契機とする新興地主の存在を見る(注

3)。(表-Ⅱ-2)

2)小作化の進行・特殊慣行の存在

小作地率は、1868(明治1)年にすでに31

%に達していた。以降、小作地率は増加をた

どり、1892年39.9%、1910年45.6%を記録す

る。それは、農地面積の拡大(1874年447万町

歩から1905年528万町歩へ)と平行して進ん

だのであり、地主的土地所有の拡大と零細小

作農の膨大な滞留の構造を作り上げていく。

この間、自作農の減少、小作農の増大の方向

を強める(1883年の自作農39.4%、自作兼小

作38.6%、小作農22.0%から1908年には自作

表-Ⅱ-3 地租改正後の農地・小作地率・自小作の状況
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農33.3%、自作兼小作39.2%、小作農27.6

%)。(表－Ⅱ-3)

そして、地主小作関係は、近代的な賃貸借

関係としてではなく、旧来からの特殊な、地

主に従属的な小作関係を各地に残存させたま

まで進行した。普通小作や永小作、永小作に

近い性格の慣行小作権、さらには地主に従属

的な小作関係として、作り子、作子、代耕人、

門屋、名子、人夫、入り百姓等が各地に存在

した(地主に専属して家屋、農具、耕牛馬、

種子、肥料等の総てあるいは一部を貸与され、

地主の農事、家事に従事するなど従属的なも

の)(注4)。

(注1)小作條例草按条文に関しては、農地制度

資料集成編纂委員会『農地制度資料集成第4

巻』(御茶の水書房、1968年)、4～32ペー

ジ。

(注2)渡辺洋三『農業と法』(東京大学出版会、

1972年)、152～153ページ。

(注3)1,000町歩以上の巨大地主形成地帯は、

宮城仙北、秋田仙北、山形庄内、新潟蒲原

平野の水田単作地帯。宮城S家は1784年10

町歩手作り地主から、山形H家は元禄年間

(1700年)に200町歩所有、新潟I家1836年私

田7,000石、等の形成をみる。北海道では、

北海道土地払下規則(1886年)、北海道国有

未開地処分法(1897年)を通じて創設され

た東京を中心とする内地在住の華族、富豪

の不在地主が形成された(前出『農地改革

顛末概要』、816～823ページ)。

(注4)農商務省『大正元年小作慣行二関スル調

査資料』(農地制度資料集成編纂委員会『農

地制度資料集成第1巻』、御茶の水書房、

1970年所収)。

2.戦前期・地主制の後退と自作農創設維持

政策

(1)地主制の後退

1)地主制後退の画期

明治末期以降の資本主義の展開過程で、第

1次世界大戦(1914～18年)、米価高騰、米騒

動(1918・大正7年)、経済恐慌(20年～)へ

と大正期を経過し、昭和初期には、金融恐慌

から農業恐慌、農村危機、一般恐慌への展開

(1927・昭和2～1930年)、満州事変(31年)、

日華事変(37年)を経て第2次世界大戦(41

年)へと進む。この間、小作争議は、1921年

以降急増する(注5)。

こうした経済社会変動の中で地主制は変容

し、明治期に形成された寄生地主制は、1920

年代(大正半ば)以降に停滞・後退過程に入

る。(表--Ⅱー4)

①1908年～1919年-第1次世界大戦、

米価高騰、米騒動を経過する時期で、50町歩

以上地主の増加(2.2千戸→2.4千戸-内地50

町歩以上地主のピーク)、それ以下層の中小地

主、特に3町前後地主の没落・減少、最下層

への滞留(5反未満所有は増加)。
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表-Ⅱ-4戦前期・地主制の推移(内地)

②1919～1929年-昭和農業恐慌、経済

恐慌の過程であり、50町歩以上地主をはじめ

1町歩以上層の全階層での減少と1町歩未満

の小土地所有の増加。大地主層の停滞・減少

と下層での所有分散が明確となる(土地所有

戸数の増加と不耕作地主の減少)。

③1929～1940年満州事変、日華事変

を経て第2次世界大戦前夜まで、3町以上地

主の全階層での減少と3町歩未満層の増加、

土地所有者総数の増加(4,800千戸→4,833千

戸)及び不耕作地主の増加(872千戸→1,002

千戸)にみる土地所有の分散化傾向。

この寄生地主制は、後退しつつあるとはい

え、基本においてその構造を大きく変えるこ

となく推移した。1935年時点でみても、農地

所有者のわずか0.07%に過ぎない50町歩以上

大地主(3,400戸)が農地の4.7%・28万町歩

を、10町歩以上層49千戸で17.2%・102万町

歩を所有していた。他方で、農地所有者の過

半に及ぶ零細5反未満層(256万戸)で僅か

15%強・92万町歩の所有、土地所有者の85%

を占める1町歩未満所有層で32%・192万町

歩の所有にすぎない。ごく少数の大寄生地主、

圧倒的多数の零細土地所有者(多くは自作、

自作兼小作)、その中間に中小地主が存在する

基本構造は農地改革時まで維持されたのであ

った。(表―Ⅱ-5)

2)零細小作農の状況

他方で耕作農民の構造は、1900年代以降自

作の減少と小作化をみる。昭和期に入り、自

作農創設維持事業が開始されるものの、零細

経営層(とりわけ零細小作農)の経営構造は

改善される状況ではなかった。終戦時におい

ても自小作構成は明治期と大きく変化してい

ない。経営規模5反未満層が農家の41.5%を

占める超零細構造(1町歩未満で73.5%)、3

町以上はわずか0.6%。小作農26.9%、うち

6割近くが5反未満層(1町未満で8割以

上)に集中、自作経営においてもその零細性

の基本は変わらないものの小作農に一層の零

細性がみられる。(表一Ⅱ-5)

(2)自作農創設の政策意図
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表-Ⅱ-5規模別農地所有・自小作別農家数

1)小作立法の企画から小作調停法へ

明治期に確立をみた地主制は、以後は後退

過程に入り、同時に1910年代後半から小作争

議が増加する。そうした中での政府による小

作権確立のための小作立法の企画は、1920

(大正9)年小作制度調査委員会での検討には

じまる(注6)。だが、内部での検討、小作法

草案(1927・昭和2年)、小作法案の国会提出

(31年)、農地法案の国会提出(37年)等の数

次にわたる企画にもかかわらず挫折する。

結局、小作権確立の道ではなく小作紛争は

小作調停に任せるとともに自作農創設のため

の金融助成によって事態を切り抜ける政策を

選択する。24年小作調停法が制定された。

宅地、建物が経済の資本主義的展開と都市

化の進展のなかで、1909(明治42)年に建物

保護法(建物の登記があれば土地の賃借権は

第3者対抗力あり)、1921(大正10)年に借地

法が制定されたことからすれば、農業におけ

る賃借人保護は極めて遅れた。

2)自作農創設維持政策の展開

政府の自作農創設維持に関する施策は、簡

易生命保険積立金融通による自作農創設維持

(Ⅰ922・大正11年)を開始、自作農創設維持

補助規則(26年)を制定(注7)、等により融

資事業が進められた。しかし、この自作農創

設維持政策は、その計画上ですら小作地の24

分の1(11.7万町歩)を25年かけて自作化に

向わせるという、極めて微小なものであった。

この事業は、自作農創設維持補助助成規則

(37年)へと引き継がれ、さらに、農地調整
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法の制定後には農地調整法に係る事業として

実施される。しかし、零細小作農を開放して

自作農に向わせるには程遠かった。

(3)戦時体制下の農地政策

国家総動員法(1938年)以降の戦時体制の

中で、農地調整法の制定(38年)をみる。同

法は、「互譲相助ノ精神二則リ農地ノ所有者及

耕作者ノ地位ノ安定及農業生産力ノ維持増進

ヲ図り以テ農村ノ経済厚生及農村平和ノ保

持」を目的とした、戦時体制維持の側面が強

いが、小作関係に関して一定の規制をした

(注8)。さらに、小作料統制令(39年)、臨時

農地価格統制令(41年)、臨時農地等管理令

(同年、農地の潰廃規制、不作付けへの耕作

勧告、不急不用作物の作付け制限、重要作物

の作付け命令等)を制定した。いずれも戦時

立法であり、農地制度・法制の発展を示すも

のではなく、戦時統制の中で敗戦を迎える。

(注5)戦前期の小作争議は、1917(大正6)年

85件、1920年408件であったが、21年1-680

件に急増し、以降増加を続けて25年2,206件、

31年3,414件、35年6,824件でピーク。その

後減少して38年4,615件、41年3,308件とな

り、第2次世界大戦を迎える。争議原因は、

当初の風水害等不作に際しての小作料の一

時的減額請求から、30年代以降は小作関係

の継続、土地取り上げ反対闘争へと変化し

ていく。これらの小作争議は基本において

解決することなく、第2次世界大戦中には

国家によって圧殺されていく(細貝大次郎

『現代日本農地政策史研究』、御茶の水書房、

1977年、157～206ページ)。

(注6)小作法の企画は、農商務省の小作制度調

査委員会での「小作法研究資料(第1次)」

(1921年)が耕作権の確立という点では最も

徹底していた。①小作権の期間は15年以上

(永年作物栽培の小作権は期間20～50年)

②小作人の申込による小作権の更新、③小

作権の引渡しによる第3者対抗力の付与、

④小作権の譲渡の自由(転貸の禁止)、⑤地

主による小作権の消滅は小作裁判所の判断

又は地主の買取、⑥費用償還、有益費償還、

等を内容とした(前出『農地改革顛末概

要』81～82ページ)。

(注7)自作農創設維持補助規則では1926年から

25年間で小作地面積の24分の1に相当する

11.7万町歩の自作農地を創設維持するため

に融資事業を行う計画(農林省『昭和16年

農地年報』、1943年、88～89ページ、〈復刻

版、御茶の水書房、1979年〉)。

(注8)同法では、①農地貸借の引渡しによる第

3者対抗力付与、②小作地取り上げの制限、

③自作農創設のための規定、④農地委員会

制度の創設、等を内容とした。
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Ⅲ農地改革-地主的土地所有の解体・

自作農創設

1.地主温存的改革法の結末(第1次農地改

革)

(1)占領軍の民主化指令

第2次世界大戦終了後、未曾有の破壊・混

迷・混乱状況に陥った日本の経済、社会、政

治状況の中での新たな民主的改革は、GHQ

(連合軍総司令部)の主導によって推進され、

10月1旧に憲法の改正と人権確保の五大改革

(①婦人参政権と婦人解放、②労働者の団結

権と団体行動権の保障、③圧制的諸制度の廃

止、④教育の自由主義化、⑤経済民主化)を

指令(注1)。GHQの指令は、我が国の戦前

の封建的な支配構造、軍、財閥、地主制を解

体して、政治、労働、司法、教育、経済、農

地制度等に及んで改革を行い、敗戦後の日本

の非軍事化、民主化を進めることに主眼があ

った。中でも農地改革は、我が国の農地所有

構造に一大変革をもたらしたものであった。

農地改革は、占領軍の指令・勧告を受けて

の「上からの改革」という側面を有したが、

戦前期の日本帝国主義を支えてきた3本柱の

一つたる地主制をその土地所有権に手を付け

て根底から解体して自作農の農地所有が支配

的となる所有構造を構築した我が国の歴史の

中でも重要な位置を占める一大土地改革であ

ったし、地主を中心とした農村支配の構造、

政治構造をも大きく変容させた農村民主化の

一大改革でもあった。

農地改革は、当初は日本政府の手で準備さ

れたものの(第1次農地改革)、不十分さが故

にGHQの反対によって実行に移されず、結

局はGHQの支配の下で第2次農地改革とし

て結実する。

(2)政府による農地改革の準備と挫折

当初、我が国自身の手によって準備される

こととなった農地改革は、松村農相の登場

(1945年10月9日)以降具体化してくる。11

月22日に「農地制度改革二関スル件」が閣議

決定された。

農地改革の目的を「健全ナル農家ノ育成二

依リ農業生産力ノ発展ヲ図ルハ食糧生産確保

ノ要諦タルノミナラズ日本再建ノ基盤ナルニ

鑑ミ自作農創設ノ強化、小作料金納化等ノ措

置二拠リ農業停滞ノ要因タリシ農地制度ヲ根

本的二改革セントス」とし、①自作農創設の

強化(5年以内に不在村地主の所有する農地

と在村地主の所有する5町歩程度を超える農

地の強制譲渡、農地価格は自作収益価格基準

＝田は賃貸価格の40倍、畑は賃貸価格の48倍

で統制)、②小作料の金納化、③市町村農地委

員会の刷新(地主と耕作者の両者の立場を正

当に代表するように委員を選挙)、④法的措置

は農地調整法の改正で対応する、という方向

を打ち出した。なお、この要綱では在村地主

の保有農地面積を当初構想の3町歩から5町
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歩に引き上げるなど改革はより緩やかな方向

に修正されていつた。

その後、農地調整法改正案が議会に提出さ

れたが、議会では農地改革のさらなる緩やか

な実施を求める地主側に立った修正が主張さ

れて、第1次農地改革法案に対する様々の反

対、修正の声があった。そうした中で、12月

9日にGHQから「農地改革ニツイテノ覚

書」(いわゆる農民開放指令)が出された(後

述)。そして議会ではこの「農地改革ニツイテ

ノ覚書」に関しても様々に意見が出されてい

たものの、GHQからの指令であることから

農地改革実施の必然が議会でも意識されて、

それに後押しされた形となって「農地調整法

改正案」はともかくも成立して、12月28日に

公布されている(注2)。

翌46年1月から農地改革実施のために国段

階で「農地審議会」が開催されて農地改革は

スタートを切ることとなる。「改正農地調整

法」の施行は、小作料金納化が4月1日から、

その他の部分は2月1日からとされた。

しかしながら、第1次農地改革に対する内

外の批判は強まり、特にGHQの不満は強く

なっていったのであり、「農地改革ニツイテノ

覚書」に対する3月15日の日本政府回答もG

HQに拒否されている。こうした動きの中で、

政府はGHQへの対応を迫られ、農地改革実

施のために行うこととなっていた農地委員会

の選挙は延期されて、結局は農地改革の具体

的実施に手をつけるには至らなかつた。第1

次農地改革は、小作料の金納化と農地価格を

決定しただけで、実質的な農地解放は行われ

ることなく終わっている。

第2次農地改革の立案・実施が、その後G

HQの指示の下に押し進められたことに如実

に示されたように、保守が支配的な議会の下

での第1次農地改革法は、地主制を根本から

解体して自作農の土地所有という新たな農地

所有構造を作り出すには程遠いものであった

といえるし、抜本的な農地改革を実施するほ

どには改革の主体(権力)が成長していなかっ

たことの反映でもあった。当時としては、抜

本的な改革には外部の力(GHQの圧力)を

要したのであり、46年春以降第2次農地改革

へと進展した。同時に、民主化を求める農民

の組織化やそれを後押しする民主的勢力の形

成も徐々に見られるようになっていく(注3)。

(注1)GHQは、この五大指令に前後して、陸

海軍の解体と軍需工業の閉鎖指令(9月2

日)、治安維持法廃止と政治犯釈放指令(10

月4日)、財閥解体指令(11月6日)、農民開放

指令(「農地改革ニツイテノ覚書」、12月9

日)等を順次発した。

(注2)この議会審議中の12月9日にGHQ(連

合軍総司令部)から「農地改革ニツイテノ

覚書」(MEMORANDUM:Rural

Land Reform)が指令された。この指令に

対して衆議院の委員会で、1議員はこの指

令に指摘された農村の状態は、事実に反す
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るものだと指摘しながらも、他方で「司令

部指令トカ云ウモノヲ伺フトドウシテモコ

ノ法案ハ通サナケレバナラヌ、ソレ八八ッ

キリ肝ヲ決メナケレバナラヌ」と云い、審

議は著しく促進されたといわれている(前

掲『農地改革顛末概要』ll3ページ)。

(注3)45年秋以降労働組合の結成等民主的勢力

の形成が進み始め、46年5月1日にll年振

りのメーデー開催、46年4月10日に衆議院

選挙法改正後初めての総選挙が実施され、

婦人参政権が認められた最初の選挙で39人

の女性代議士が当選、社会党93人、共産党

5人等の当選をみて、国政の場でも民主勢

力の進出が見られるようになっていく。

2.地主制解体・自作農創設への本格展開

(第2次農地改革)

(1)GHQ「農地改革指令」の位置

GHQの意図は、農地改革を徹底して実施

することを通じて数世紀に亘る封建的圧制の

下に抑圧されてきた農民を解放するためにそ

の根底にあった封建的地主的土地所有とその

地主層によって支配されていた農村の封建遺

制を根絶して、その上に自作農民層を多数者

として創設することによって農村に民主的な

傾向を生み出すことに置かれた。GHQが農

地改革に極めて強い関心を示し、改革を徹底

して実施しようと強い意思を示したのもそこ

にあったといえる。

45年Ⅰ2月9日にGHQが指令した「農地改

革ニツイテノ覚書」は、「民主化促進上経済的

障碍ヲ排除シ人権ノ尊重ヲ全カラシメ且数世

紀二亘ル封建的圧制ノ下日本農民ヲ奴隷化シ

テ来タ経済的姪桔ヲ打破スル」ことを基本と

して、より抜本的な農地改革の実施を日本政

府に迫った(注4).すなわち、零細農形態で

極めて不利な条件にある多数の小作農の開放、

不在地主・不耕作地主からの農地買収、小作

人への適正な価格での農地の売渡、自作農が

再び小作農に転落しないための措置、それを

46年3月15日までに提出すること、であった。

「指令」においてGHQは、その改革の内容

においても戦前期の我が国農業・農村の封建

的圧制を根本から取り除くことを求めており、

農地改革本格実施に向けて日本政府を始動さ

せる重要な位置を占めるものであった。

日本政府は、46年3月15日にGHQの「指

令」に対する回答を出した。だが、日本政府

はこの「指令」の意図、重みをなお十分には

把握出来ていない状況にあって、政府が示し

た農地改革の内容は、第1次農地改革の枠を

基本的に出るものではなかった。GHQはそ

の回答に対して当然に拒否するところとなり

(その他の改革-農村金融、普及、農協組織

等についても日本政府の回答を不満として拒

否されている)、その後の我が国の農地改革問

題は対日理事会での検討に付託された。対日

理事会ではソ連の改革試案が提出されるが、

米英対ソ連の対抗が強まる中でソ連案は退け

27



られて、ついでイギリスからも改革案が提案

された。このイギリス案が第2次農地改革の

原型をなすものとなっていく(注5)。

第2次農地改革の実施に関しては、日本政

府は、「総司令部から『指令』が発せられるこ

とが不可避と考えていたが、6月下旬に至っ

て事情は急変した。マッカーサー及びそのス

タッフは農地改革が極めて影響の大きい事業

であることから、この事業が日本人によって

無理なく受け入れられるために、計画が日本

政府の自由意志によって立案施行されること

を望んだ。かくして『指令』は発せられず、

単なる『勧告』の形式がとられた」とされて

いる(注6)。こうして6月下旬に「勧告」とし

てのMEMORANDUM:Rural Land

Reformが出されている(注7)。この勧告に

よって我が国の農地改革の枠組みが基本的に

確定することとなり、以降はGHQの承認を

得ながら日本政府の手によって農地改革法案

の作成、立法化、農地改革の実施へと向かう。

(2)農地改革本格実施のための立法

この第2次農地改革の基本は、以下の立法

にみるように、国家の手によって直接に農地

の買収売渡を行うこと、その農地の買収売渡

の農村現場での計画・実務は、農民の階層別

選挙によって選ばれた農地委員で構成する行

政委員会たる市町村農地委員会(小作人5人、

地主3人、自作2人、中立委員)によって実

施されることとなった。これは、政府が第1

次農地改革で意図した「強制譲渡方式」とは

基本的に異なるのである。戦前期の地主的土

地所有構造を解体してその上に自作農の土地

所有を広汎に創設すること、この改革の実施

・推進主体を農村現場(市町村段階)で確立

するという枠組みが設定されたのであつた。

1)農地改革法-自作農創設特別措置法の

制定

第2次農地改革は、農地改革を実施するた

めの「自作農創設特別措置法案」と農地の権

利移動の統制及び農地委員会等の組織を規定

する「農地調整法改正法案」として準備され

て、46年8月6日に閣議決定され、9月7日

に衆議院に提案されて、10月5日に可決、10

月11日に貴族院を通過成立している。

自作農創設特別措置法の主要な規定は以下

のとおりであった。

①法の目的を㌦耕作者の地位を安定し、

その労働の成果を公正に享受させるため自作

農を急速且つ広汎に創設し、以って農業生産

力の発展と農村における民主的傾向を図るこ

と」においた。

②居住市町村以外に所有する全小作地、

在村の場合も都府県平均1町歩、北海道4町

歩を超える小作地、自作地・小作地合計が都

府県で平均3町歩、北海道12町歩を超える農

地を政府が買収、農地の利用上必要な付帯施

設も買収、保有面積は世帯単位で計算。

③市町村農地委員会が農地買収計画作成、
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都道府県農地委員会が承認、地方長官が買収

令書を交付、農地買収は45年11月23日現在で

実施(遡及買収)。

④買収対価は、賃貸価格の田は40倍、畑

は48倍(45年時点での自作収益価格を基準)、

それに加えて、地主採算価格との差額補填と

して報奨金を地主に支給。

⑤政府が買収した農地は、当該農地の小

作農等で自作農として農業に精進する見込み

のある者に売渡。

⑥その他付帯施設の買収・売渡、未墾地

の買収・売渡。

⑦買収対価は及び報奨金は、一部は現金、

他は年利3分6厘、30年以内の年賦支払の農

地語券で支払い。農地売渡代金は年利3分2

厘、30年以内の年賦支払い。

⑧売渡された農地について自作をやめた

時は、政府が先買権を行使。

2)農地の権利統制法の整備-農地調整法

の改正

農地改革実施法とともに農地調整法の改正

によって、農地改革の実施と権利統制を行う

農地委員会の規定、及び創設された自作農の

経営の安定や耕作権の保護など農地の所有・

利用関係に係る規定、耕作する権利を擁護す

る諸規定を整備している。即ち、①法の目的

を「耕作者ノ地位ノ安定及農業生産力ノ維持

増進ヲ図ル為農地関係ノ調整ヲナス」と改正、

②農地の権利移動の統制、農地の潰廃の統制、

③小作料の統制、小作契約の文書化、減額請

求権、④農地価格の統制、⑤農地改革の実施、

農地の権利統制を司る農地委員会の規定(市

町村、都道府県、中央)などである。

3)地価統制・小作料統制

農地買収対価と小作料統制は、農民が経済

外的強制すら伴った隷属状態から解き放たれ

て、自らの労働の成果を正当に享受しうる農

民経営として維持発展できるよう如何に適正

な水準に定められるかが問われるのであり、

農地改革の中でも重要な位置を占めたが、政

府は以下のように設定した。

政府の農地買収・売渡対価は表-Ⅲ-1に

示すように、農地の売渡を受けた者が農民経

営として自立・存続しうる価格水準とした。

すなわち、農業者に生産費用とともに利潤を

も確保させた後の残余(地代部分)を資本還

元した自作収益地価(地代(=純収益-利

潤〉/国債利回り)を算定して、平均的に田

758円/反、畑447円/反とした。この自作収

益地価と農地の賃貸価格との倍率(田は40倍、

畑は48倍)を基準として買収価格とした。こ

の買収対価は、その後の激しいインフレの中

にあっても農業収益(土地純収益)は増加

していないとして据え置かれたために、実態

的には極めて低い土地負担となっていつた。

被買収地主には買収対価とともに地主採算

価格(戦前の水準を引き継いだ小作料水準で

の資本還元価格)との差額(220円)が報奨
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表一Ⅲ-1農地改革における自作収益価格算式

金として支払われている。行政は、地主制下

に形成されてきた高額・高率地代の徴収とい

った地主の既得権益を否定しえなかったとい

う不十分さをもっていた。

臨時農地価格統制令(1941年1月)によっ

て統制されていた農地価格は、農地調整法の

改正(45年)により、農地買収対価と同水準で

統制が継続された。この地価統制はその後50

年に土地台帳法の改正に伴う賃貸価格の失効

とともに廃止されている。

小作料統制に関しては、小作料統制令(39

年12月)によって、当時の水準で統制されて

きたものを農地改革時に農地調整法による統

制に引き継いだが、その統制水準は、高額・

高率な実勢物納水準(反当1石)を金納(1

石=75円)に換算したにすぎなかった。買収

対価は収益地価で算定しながら小作料はそう

した作業をせずに戦前の水準を引きずったま

まという、地主権益容認の行政であった。そ

うではあったが、その後のインフレの中で小

作料は低額・低率な水準となっていった。こ

の小作料統制は、その後50年に収益地代計算

にもとづき5倍引き上げを行い、農地法制定

後の55年小作料算式の確立によって戦後地代

政策の画期を画す。70年農地法改正で小作料

統制を廃止、標準小作料制度に移行した。
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(3)農地改革をめぐる地主と農民の対抗

この農地改革が民主的に徹底して推進され

たか否かは、主として市町村レベルでの農地

委員会運営の民主化の程度、農村での農民運

動等の民主的展開ともかかわって、また、地

主層の反農地改革行動の程度ともかかわって、

地域差を生じていった。

農地改革の実施が計画される過程で、地主

の農地取り上げは全国的に見られた。敗戦1

年目の土地返還請求件数は25万件、2年目に

は土地取り上げが20余万件にのぼり、農地の

闇売りも大量になされたとされている。また、

農地委員会選挙での地主側を代表する委員の

押し付けや各集落の話し合いという方法での

無投票決定、農地委員会の場での地主側の主

張の展開、地主団体を組織しての農地改革そ

のものに対する抵抗(大分県農地協議会、鹿

児島県下の農地調整協議会、高知県農地改革

協議会等による反改革運動)や農地改革違憲

訴訟(山形県、岩手県、青森県等で訴訟提起、

53年に最高裁は、買収対価は正当な補償にあ

たるとして合憲判決)などの農地改革阻害運

動が各地で展開された。

農地改革終了後も1953年頃から地主運動が

再び展開され、その一環として集団的小作地

引き上げ事件(福岡県、山口県、香川県、石

川県等)の発生をも見ている。地主運動は、

その後組織の離合集散を繰り返しつつ57年に

は全国農地解放者同盟を結成、国家対策要求

へと向かい、それは農地報償へと展開して決

着する(「農地被買収者等に対する給付金の

支給に関する法律」が65年に成立)といった

経過をたどった。この段階に至って、農地行

政は被買収地主対策といった後ろ向きの農地

行政と一応決別できた。

農民の側も土地取り上げ反対運動、小作料

引下げ・金納化運動といった農地の利用をめ

ぐっての対抗、小作組合や農民組合の結成、

農地改革実施過程での農地委員会の民主化要

求運動等を通じての農地改革の徹底、付帯施

設の開放要求、未墾地・山林原野の開放運動、

農民による土地の共同管理などが各地域で展

開された。しかしそれは、農民の組織の状況、

地主層との旧来の関係やその後の力関係の程

度、農民運動展開のレベルなどの差異によっ

て、その成果には当然ながら格差があった

(注8)。

いずれにしても、「数世紀二亘ル封建的圧制

ノ下日本農民ヲ奴隷化シテ来夕経済的姪桔ヲ

打破スル」農地改革は一大土地改革であり、

土地所有権に手を付けて強制的に解体させら

れる地主層の激しい抵抗と、他方で自らが農

地所有者となりうる機会が与えられる農地改

革に夢を託す小作農を中心とする農民層の民

主化を求める運動との鋭い対抗の中で進めら

れた。そこでは、農地改革を巡って多くの事

件を伴いつつも(注9)、占領軍支配の下、G

HQによる改革反対運動団体の解散指令等の

措置もあって、国家を揺るがすような騒擾に

は発展することもなく、47年3月31日の第1
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回買収以降、50年7月2日の第16回買収まで

で概ね終了している。

(注4)GHQの農地改革指令は、以下のとおり。

1,民主化促進上経済的障碍ヲ排除シ人権

ノ尊重ヲ全カラシメ且数世紀二亘ル封建的

圧制ノ下日本農民ヲ奴隷化シテ来タ経済的

極桔ヲ打破スルが為日本帝国政府ハ其ノ耕

作農民二対シ其ノ労働ノ成果ヲ享受スル為

現状ヨリ以上ノ均等ノ機会ヲ保障スベキコ

トヲ指令スル。

2.本指令ノ目的ハ全人ロノ過半が耕作二

従事シテイル国土ノ農業構造ヲ長キニ亙ッ

テ病的ナラシメテイタ諸多ノ根源ヲ根絶ス

ルコトニアル。

其ノ病根ノ主ナルモノ八次ノゴトシ。A

極端ナル零細農形態、B極メテ不利ナル小

作条件下二於ケル小作農ノ過多、C極メテ

高率ノ農村金利ノ下二於ケル農村負債ノ重

圧、D商工業二対シ格段二農業二不利ナル

政府ノ財政政策、E農民ノ利害ヲ無視セル

農民乃至農業組織二対スル政府ノ権力的統

制。

3.日本政府ハ1946年3月15日迄二次ノ諸

計画ヲ内容トセル農地改革案ヲ本司令部二

提出スベシ。

A不在地主ヨリ耕作者二対スル土地所有権

ノ移譲、

B耕作セザル所有者ヨリ農地ヲ適正価格ヲ

以テ買取ル制度、

C小作者収入二相応セル年賦償還二依ル小

作人ノ農地買取制、

D小作人が自作地化シタル場合再ビ小作人

二転落セザルヲ保証スルタメノ制度。

右保証ハ左記事項二亘ルベシ。

①適正利率ニヨル農村長期及ビ短期信用

ノ普及確保、②工業者及ビ配給業者ノ搾取

二対スル農民ノ保護手段、③農産物価格ノ

安定策、④農民二対スル技術上ソノ他ノ啓

発事項普及ノ計画、⑤非農民的利害二支配

セラレズカツ日本農民ノ経済的文化的進歩

ヲ目的トセル農村共同運動醸成並二奨励計

画(農地改革資料編纂委員会『農地改革資

料集成第1巻』(農政調査会、1974年)、142～

143ページ。この翻訳部分は第89議会に参考

資料として提出された訳文)。

(注5)イギリス案の内容は、①不耕作地主の小

作地保有限度は平均1町歩、②土地所有の

限度は内地平均3町歩、北海道12町歩、③

小作人の土地買入限度1町歩、④中央農地

取得委員会を設置して土地譲渡計画を運営、

この委員会が土地を取得、⑤農地改革は45

年12月8日現在の状態で実施、実施期間3

年、等であった(前掲『農地改革顛末概

要』、124～125ページ)。

(注6)同上、125～126ページ。

(注7)勧告(Rural Land Reform)の内容

は、概ね以下のとおりであった。①小作地

の保有限度は、内地平均1町、北海道4町、

保有面積は世帯単位で計算、②自作農の所
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有する農地面積は、内地平均3町歩、北海

道12町歩、③農地改革は、1945年11月23日

現在で実施、④保有限度以上の農地は強制

買収、⑤買収された小作地は1945年(1)月23日

現在の小作農が優先的に買い取れる、⑥全国

農地委員会、都道府県農地委員会、市町村

農地委員会を設ける、市町村農地委員会の

構成は地主、小作の代表で構成する、市町

村農地委員会が買収すべき農地を決定、⑦

農地改革事業は法案が総司令部により承認

されてから2年間で完成させる(『農地改

革顛末概要』、126ページ)。なお、この「勧

告」は、実質的にはGHQからの「指令」

であったとされている(大和田啓気『秘史

日本の農地改革』(日本経済新聞社、1981

年)、135～140ページ)。

(注8)農地改革期の地主運動、農民運動に関し

ては、『農地改革顛末概要』、977～1,003ペ

-ジ。また、その後の地主運動の動向に関

しては、農地制度史編纂委員会『戦後農地

制度資料、第12巻』参照。その他、田中学

「農地改革と農民運動」(東京大学社会科学

研究所『戦後改革6農地改革』1975年)、252

～300ページ。最近整理された農地改革やそ

こでの農民運動等については、中村広次

「戦後の農地政策を省みる」(1)～(4)

(『農政調査時報』第515～518号、1999年8

月～11月)参照。

(注9)農地改革過程で生じた主要事件に関しては、

農政調査会『農地改革事件記録』(1956

年)参照。

3.改革後の農地所有構造

(1)自作農創設-その量的展開

農地改革は、第1回買収～第4回買収(48

年3月2日)までの1年間に1,291千町歩を

買収、第16回買収までに合計1,742千町歩の

農地が買収された。

農地開放実績調査(農林省農地課、1956年)

によれば、第16回買収までの買収面積Ⅰ,742

千町歩(うち小作地1,705千町歩)、被買収地

主数は在村個人地主1,251千戸、桂村法人団

体1,424団体、不在個人地主1,120千戸、不在

村法人団体25千団体(在村、不在村に重複あ

り)に達した。他方で、売渡農地1,899千町

歩(所管換農地を含む)、売渡を受けた農家は、

市町村内居住者4,299千戸、市町村外居住者

448千戸の膨大な数にのぼった。

この時期までで農地改革は概ね終了するが、

50年7月、土地台帳法の改正により農地の賃

貸価格が廃止された。これに伴い農地買収対

価の根拠を失い農地買収が不可能となった。

このために8月以降は「自作農創設特別措置

法および農地調整法の適用を受けるべき土地

の譲渡に関する政令」(譲渡令)に基いての

強制譲渡方式による農地解放が、農地法制定

時(1952年)まで継続された。

農地改革の52年9月までの実績を総括すれ

ば、表-Ⅲ-2のとおりである。買収農地
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表－Ⅲ-2 買収・売渡等総括表(1952年9月まで累計)

1,808千町歩、物納財産等を含む国有農地所

管換186千町歩、合計1,994千町歩(45年11月

現在の小作地の84%に相当)が農地改革の対

象となり、うち1、975千町歩が小作農等に売

渡された。さらに、50年8月以降の譲渡令に

よる譲渡面積は75千町歩あった。その結果、

小作地面積は終戦直後(45年II月)の2,368

千町歩(小作地率45.9%)から、50年8月に

は515千ha(小作地率9.9%、都府県10.5%、

北海道6.1%)にまで減少。わが国の農地改

革は若干の地域差があったとはいえ基本的に

成功したことを示している。

このほか、牧野の開放が449千町歩あり、

また、未墾地の取得が1,247千町歩(うち民

有地の取得592千町歩、50年7月現在)あり、

順次売渡されて開墾に供せられた。こうして、

農地改革を通じて地主的土地所有は基本的に

解体され、農村の民主化も促進されたといえ

る。

(2)創設自作農の農地所有構造と残存小作地

農地改革による自作地化寄与率(農地改革

による売渡面積/自作地面積)は、北海道

(47.8%)を筆頭に、北陸(44.7%)、関東

(43.6%)、東北(43.2%)で高く、東海

(32.4)、中国(34.0%)、九州(34.5%)でやや低

いが、全国でのそれは40.6%に達した。

創設された自作農の農地所有は、全国平均

で自作地率89.9%、地域的にも北海道(93.3

%)や戦前期に大地主地帯であった東北、北

陸で高い自作地率を示し(東北91.6%、北陸

90.5%)、関東(87.5%)、東海(87.6%)、近畿

(86.4%)で自作地率がやや低いものの全国お

しなべて自作地率に決定的な差は生じなかっ

た。

かくして、農地改革終了段階(1950年8

月)において、「耕作する者が農地を自らの

手にする」ところの戦後の自作農的土地所有

の構造が形成されたといえる。

我が国のかつての伝統的な区分たる「自作、
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表-Ⅲ-3農地改革後の農地所有構造(全国.50年8月1日)

表-Ⅲ-4

農地改革による自作農化の進展

小作」概念で農地改革前(1941年)と農地改

革実施末期(1949年)の自作農、小作農の変化

を見ると、自作農の圧倒的拡大と小作農の激

減が確認できる。すなわち、自作農は1,490

千戸→3,437千戸、自小作農は1,123千戸→

1、735千戸、小自作農は1,093千戸→458千戸、

小作農は1,517千戸→489千戸、不耕作農家は

24千戸→0.7千戸。（表--Ⅲ-3)(表-Ⅲ-4)

こうして、地主的土地所有は基本的に解体

されて、農地改革残存小作地は50万町歩、農

地の貸付は零細規模の貸付けへと断絶的に変

化した。

全国で貸付規模3町以上地主は2千戸、2

～3町貸付3.3千戸、1.5～2町貸付4.0千戸、

にすぎなくなった。反対に、零細貸付地主が、

貸付3反未満895.4千戸、3～5反243.9千戸、

5～7反181.8千戸と圧倒的となったのであ

り、地主的土地所有が基本的に解体されたこ

とを改革後の貸付実態からも確認できる。だ
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が同時に、個々には零細であるものの貸付地

主145万戸、借入農家368万戸に及ぶ地主・小

作関係を農村に残存させるといった問題を残

したのであった。そのことが、その後の農地

耕作権をめぐる地主・小作の対抗を強め、そ

れへの農地行政上の対応が迫られた。さらに

は旧支配層(地主層)の圧力からの開放を求

める農村民主化運動の展開も必然となったの

であった。

そうした中で、農地行政の徹底、すなわち

賃貸借解約についての規制の強化、小作料の

金納化と統制額の引き上げ抑制を通じて、そ

れは当時の急激なインフレの進行と相まって、

低額・低率に押し込められた小作料の形成と

賃借権の強固な確立を結果して、小作農の経

営の安定化が図られたのである。それは他方

で地主にとっての小作地所有の経済的メリッ

トを殆ど失わせた点を確認しておく必要があ

る。

なお、山林には関しては未墾地適地の買収

以外には開放に手をつけなかったが故に、大

山林所有者層をそのまま残存させ、そのこと

が農山村地域での民主化推進上の阻害要因と

なるといった改革の不徹底は残された。GH

Qもまた、農地改革による安定的自作農の創

設といった目的を超えたところの山林開放運

動等にまで及ぶ民主勢力の台頭を望んではい

なかった。

4.零細自作農創出の意味と限界

農地改革によって、自作農は46年1,869.3

千戸(32.8%)から50年3,821.5千戸(61.9

%)、小作農は同時期に1,637.1千戸(28.7

%)から312.3千戸(5.1%)へと激変した。

農地改革は、国家による買収・売渡を通じ

て自作農の土地所有権を確立することを最大

の政治課題として進められた土地所有構造改

革であった(小作人に当該小作地を売渡すこ

とが基本).そこでは、生産力主体の経営に手

をつけることはなく、経営構造は殆ど変化せ

ず、規模の大きい経営はむしろ減少を見てい

る。規模の大きい経営(都府県3町歩以上、

北海道12町歩以上)で耕作が適正でないもの

は買収の対象となったこととも、経営規模縮

小に作用した。

終戦直後(45年11月)、都府県での経営規模

分布は1町未満層414万戸(73.6%)、2町以

上層22万戸(3.8%)であった。農地改革が

進行した49年3月段階で、農地改革によって

農地面積に増減がなかった農家は経営規模1

町未満層では6～7割を超えていたが、経営

規模の大きい階層ほど農地面積に増減のない

割合は低下し、それは経営規模縮小の方向に

動いた。50年には1町未満層が441万戸

(74.4%)に増加し、他方で2町以上層は20

万戸(3.4%)に減少した。(表-Ⅲ-5)

小作農民経営の安定化のための方策には、

小作農の労働の成果が正当に享受できるよう
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表一Ⅲ-5農地改革前後の経営規模別農家数の変化(都府県)

に耕作権を強化するか(小作料の適正化・安

定的な賃貸期間の保障等を内容とする)、ある

いは所有権の付与かでしかなかったのである

が、農地改革は所有権付与の途をとった。寄

生地主制を解体することに主眼をおいた農地

改革にあって、地主制を残存させたままで耕

作権を強化する途は極めて大きな困難を伴う

ものなのであり、そこでは多分に新たな土地

所有(農地の国有化ないし公有化)の構築へ

と展開する問題を孕んでいたであろう。当時、

農民運動や労働運動等が広がるといった政治

経済社会情勢の中で、さらには米菓対ソ連の

対抗が強まる中ではGHQも支持し得ない選

択であったであろう。寄生地主制の復活を防

止する面からも、多数の零細土地所有の創出

ではあったとしても、所有権を付与すること

によって穏健な自作農を広汎に創出する途を

取らざるを得なかったであろう(注10)。

かくして、零細農耕を前提にしたままで、

地主的土地所有の対立物として自作農的土地

所有を成立させた農地改革ではあった。小作

零細経営を自作零細経営に置き換えただけで、

零細農耕を揚棄するものではなかったことは

事実である(注11)。とはいえ、多数の引揚者

を含む膨大な失業者と食料不足問題を抱え、

可能な限りの食糧増産が求められる政治経済

社会情勢の中で、農地改革の段階で農業構造

変革をも追い求めることは不可能でもあった

といえる。

こうして、地主的土地所有を零細自作農の

土地所有に置き換えただけではあったが、広

汎に創設されたこの自作農が、その後の我が

国農業の中心的生産力推進主体として農業生

産力発展を担っていくのであり、51年には農

業生産は戦前水準を回復し、55年には米の大

豊作(1,238万トン)を経験するまでになった。
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創設された自作農が、本格的な機械化農法以

前の手労働に依存した零細農耕の農業技術を

駆使して、生産力を発展させたのであり、

"砂を化して黄金とする"農地改革の成果が

開花したのであった。

零細構造を温存したままでの農地改革・自

作農創設は、その後の資本主義の高度経済成

長過程で、農業の構造改革問題が農政の全面

に出てくる原因を内包していた。独占資本が

日本農業を包摂していく過程で構造的矛盾を

一層顕わにして農民層の分解、落屑へと展開

するのであるが、そのことによって戦後民主

改革としての農地改革の成果を矮小化する話

ではない。この農地改革をめぐっては、農地

改革そのものを否定するような議論は別とし

て、地主的土地所有の解体問題、自作農の土

地所有権の確立、零細農耕問題、農地改革の

性格付け等に関して種々に議論されているが

ここではふれない(注12)。

(注10)英前首相チャーチルの鉄のカーテン演説

(46年3月)にみられたように、米菓の反ソ

共の動きがこの時期から強まってくる。第

2次農地改革法が成立した段階(46年10月)

でマッカーサーは声明を発し、「農地改革法

の議会通過は、経済的に安定し政治的に民

主的な社会を生み出しつつある日本が、こ

れまで到達した里程標のうち最も重要なも

のの一つである。一健全穏健な民主主義

を打ちたてるため、これより確実な根拠は

あり得ず、また、過激な思想の圧力に対抗

するためこれより確実な防壁はあり得な

い」と述べている(大和田前掲書、179ペー

ジ)。

(注ll)この点、中江淳一氏は、自作農的土地所

有は、農地改革によって地主的土地所有の

対立物として成立せしめられたが、それは

地主的土地所有の一変型であり、零細農耕

が克服されるまでの経過的形態にすぎない

としている(中江淳一「零細農耕と農地制

度」(土地制度史学会編『土地制度史学』第

41巻、1968年)、27～28ページ)。また、渡辺

洋三氏は、一つの土地所有を否定し、旧地

主を追いはらい、その代わりに他の土地所

有を認め、新地主をつくり出した農地改革

方式そのものに根本的に限界があった。農

地改革は、大きな変革であったにもかかわ

らず、土地所有権中心主義という日本の農

地法制の伝統を根底からかえるものではな

かった、としている(渡辺洋三『土地と財

産権』(岩波書店、1977年)、110ページ)。

(注Ⅰ2)農地改革の性格規定等の議論については、

上原信博「農地改革過程と農地改革論」(東

京大学社会科学研究所『戦後改革6農地改

革』、東京大学出版会、1975年)。
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Ⅳ 農地法制下-自作農の展開と零細農

耕の矛盾の拡大

1.自作農的土地所有の擁護

(1)農地改革恒久化議論から譲渡令へ

ところで、農地改革後の農地の所有と利用

関係は、農地法の制定(1952年法律229号一

白創法、農地調整法、譲渡令の3法令を統合

して法制化)のもとに、農地改革の成果の維

持、中堅自作農の育成、自作農の転落(小作

化)防止、残存小作地の耕作権の強化を主要

な側面とした農地行政によって規定されてい

く。

そうではあったが、農地改革が進められて

いる段階で政府には農地改革制度を恒久化す

る意図はなかったとされる。48年ll月5日に

は、12月一杯で買収を打ち切り、買収もれに

ついては6ヶ月間整理期間を設ける旨を閣議

決定したのである(注1)。

しかし、こうした動きに対してのGHQの

指示、特にマッカーサーから吉田首相宛の書

簡「農地改革の将来は日本民主主義の試金

石」(49年10月)が出されたことによって政府

は農地改革の恒久化の検討に入っている。

書簡では、農地改革の成果は日本が民主国

家として成年期に入った証左であるとして、

農地改革の成果の永続化、農地改革前の地主

制復活への逆戻りの阻止、自作農の広汎な創

設と耕作者の権利の保護を強く指示したので

ある(注2)。ここには穏健な社会的安定層と

しての自作農の擁護と地主制への反転阻止が

強く意識されていたといえる。

この指令を受けて政府は農地改革法の改正

案(自作農創設特別措置法及び農地調整法の

改正)を国会に提出した(50年2月).その内

容は、①新たな不在地主等の小作地は買収方

式から譲渡方式に変更、②創設自作地の政府

先買い制度の廃止、③農地委員会制度の改組

等であった。だが、これでは実態的には農地

改革の事実上の打ち切り法案であるとする意

見が強く、国会での農地改革打ち切り反対の

動きの中で結局審議未了(50年第7、第8回

国会)となつている。

他方で、同じ国会に「土地台帳法等の一部

改正法案」が提出されて成立しており、土地

台帳法による賃貸価格は7月31日に廃止され

ることとなった。これに伴い、賃貸価格の倍

率で買収対価を決めていた農地改革は買収対

価の根拠を失うこととなり、農地改革が事実

上の打ち切りの事態を迎えることとなった。

この事態を避けるために、政府は「自作農創

設特別措置法及び農地調整法の適用を受ける

べき土地の譲渡に関する政令」(譲渡令)を定

め、50年9月12日に施行された。

譲渡令は、①買収・売渡方式に代えて強制

譲渡方式、②譲渡対価は統制せず、政府への

譲渡に際しては政府指定価格(買収対価の7

倍引き上げ)を設けてこれによって譲渡させ

ることを基本とした。この譲渡令によって、
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農地改革の完全な中止には至らなかったが、

この段階で農地改革は概ね終了の時期を迎え

ている。また、農地に対する価格統制につい

ては、政府は賃貸価格の廃止後も統制するこ

とを考えていたが、GHQが農地価格統制の

継続に強く反対したこともあって廃止される

に至った(注3)。以後、農地価格統制が農地

行政上に再び登場することはなかった。

(2)農地法制定・自作農的土地所有の擁護

農地改革の恒久化措置については、前述の、

マッカーサーから吉田首相宛の書簡に遡るが、

譲渡令制定以降も農地改革恒久化に関する検

討は継続され、「農地改革恒久化要綱案」(51年

4月)、「農業用地法案」(51年4月)等の検討

を経て、「農地法案要綱(案)」の農林省議決定

(51年7月)、農地法案閣議決定(52年2月)、

農地法の成立(52年7月、第13回国会)へと

推移している。

農地法の制定は、「家族経営の零細化を防ぎ、

望ましい中堅自作農を育成して参りますこと

が肝要でありまして、この農地改革の原則を

制度的に従来同様維持して参りますことが第

一の方途」であると広川農林大臣が提案理由

説明をしているように(注4)、農地法の制定

によって中堅自作農の育成、農地改革の成果

の維持を基本とした自作農的土地所有擁護の

法体系を完成させたといえる。

成立した農地法は、①第1条(目的)で「農

地はその耕作者みずからが所有することを最

も適当であると認めて、耕作者の農地の取得

を促進し、その権利を保護」するとした。農

地改革の成果を引き継いで、"耕作する者に

しか農地の所有を認めない"という自作農の

農地所有擁護を全面に出した農地制度・農地

行政が展開されることとなる。そして、②農

地移動統制は、不耕作目的での取得禁止、下

限面積(都府県3反歩、北海道2町歩)と上

限面積制限(都府県平均3町歩、北海道12町

歩)、小作地の小作人への専買権の付与、創設

農地の貸付禁止、小作地の転貸禁止等、③農

地転用統制、④小作地所有制限(不在村地主

の所有禁止、在村地主の都府県平均1町歩、

北海道4町歩を超える所有の禁止)、⑤所有で

きない小作地・貸し付けた創設農地の買収、

⑥登記なき賃貸借の第3者対抗力の付与、法

定更新、解約制限、小作料最高額統制、定額

金納制、⑦未墾地買収等の規定をおいた。そ

して、この農地法にもとつく統制は農地1筆

1筆に着目して統制する、いわゆる「1筆統

制」の手法が貫かれた。

土地改良制度も自作農的土地所有の農地行

政の方向に即して再構成されている。戦前期

の耕地整理法、水利組合法が改良事業主体を

地主としていた「地主改良」から転換して、

土地改良法(1949年、法律第195号)は土地

改良事業参加者(組合員)を所有権に基き耕

作又は養畜を行う者(自作農)を中心とする

「耕作者」とした。農地改革によって創設さ

れ、農業生産の新たな担い手となった大多数

40



の自作農を土地改良事業参加者(組合員)と

して法律上で位置づけ(法第3条)たのであ

り、彼らが土地改良事業の推進主体となるこ

とこそが農地改革の趣旨と合致するというも

のであった(注5)。

なお、農地改革を農村現場で推進してきた

農地委員会は、農地改革が概ね終了した段階

で、その成果の永続と自作農の土地所有擁護

のために「法律の民主的適用を保証する委員

会制度を継続する」として「農業委員会」に

編成替えされた(農業委員会法制定、1951年

法律第88号)。これまでの農地委員会に代えて

市町村に農業委員会(農民の直接選挙によっ

て選出された代表による行政委員会)が置か

れ、農地行政が運営される機能を残した。こ

の農業委員会は、21世紀になお残存する我が

国で希少な行政委員会であり、その機能を今

後とも如何に発揮していくのか注目しておく

必要がある。

(注1)農林省農地局農地課『昭和25年農地年

報』(1952年)、18～19ペ一一ジ。

(注2)49年10月のマッカーサーの書簡では、「…

日本が再び国際社会の仲間入りをしょうと

努力をしているときこの農地改革の成果は

日本が民主国家として成年期に達しつつあ

ることを端的に示す最も重要な証左である。

農地改革の成果は日本の農村社会組織の

永続的な一部とならなければならぬ。農地

改革以前の小作制度にいつの間にか逆戻り

する可能性は絶対に阻止されなければなら

ぬ。一家を支えるに足る農地を基礎とした

自作農の広範囲な設定と耕作者の権利の保

護はどこまでも保証されなければならぬ。

農地改革に関する諸法規は何ものにもまげ

られぬ力を持たなければならぬ。そのため

に十分な行政的支持が与えられなければな

らぬ。また各地方における法律の民主的適

用を保証するために適当な委員会制度を継

続することが必要である」と指示した(農

地改革資料編纂委員会『農地改革資料集成

第5巻』(農政調査会、1976年)、47ページ)。

(注3)譲渡令の施行に際して、GHQ・NRS

(天然資源局)から各地方民事部に指達さ

れた説明によれば、「農地の現在の低価格を

維持することは所有権を耕作権、水権等に

分解する結果となり、農地改革法の価格に

関する規定のみならず耕作権を擁護する他

の特徴も消滅させる。一----農地価格の統制

が撤廃されるなら小作料の統制継続は特に

考慮せねばならない問題となる。-----小作

料統制の計画は農地価格の統制撤廃と矛盾

するものではない」とした(前出『昭和25

年農地年報』(1952年)、65～76ページ)。

(注4)『農地改革資料集成第12巻』(農政調査

会、1980年)、776ページ。

(注5)農地改革過程での土地改良制度問題に関

しては、利谷信義「農地改革と土地改良制

度」(前出『戦後改革6農地改革』)。
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2.自作農的土地所有の構造と性格

(1)自作農的土地所有の確立

1)自作地拡大・小作地減少過程

戦後農地改革とその後の自作農的土地所有

擁護の農地行政の下で、自作農の土地所有は

拡大していく。農地面積は、45年に530万ha

であったが、戦後開墾等の促進によって61年

には609万haにまで増加する(これが我が国

農地面積のピークであって、以降は今日まで

減少を続けている)。こうした農地基盤の形成

にも支えられて、農地所有の構造は自作地割

合を一層高める方向で展開する。

農地改革終了以後も小作地の解消が進んだ

が、それは2つのルートで進んだ。1つは小

作地の小作人への所有権移転(小作人による

自作地化)であり、農地統計(農地法許可実

績)によれば、51～69年の間に23万haの小作

地所有権移転があった。他方、賃貸借の解約

(地主の小作地引き揚げ)はこの間に9万ha。

行政も小作地解消(小作人の小作地所有権取

得による自作地化)に積極的であった。農地

改革後に多数残存することとなった地主・小

作関係は縮小の途を辿って、都府県での農地

貸付は55年のll6万戸から60年には89万戸に、

貸付農家の全階層を通じて減少し、1戸当た

り貸付面積も30a未満に過ぎなくなった。こ

の農地改革残存小作地の解消は、その後も進

む。(表－Ⅳ-1)

2)零細自作農の形成とその後の矛盾の拡大

農地面積の絶対量の拡大と小作地解消の結

果、農地所有の構造は自作地が圧倒的となり、

小作地解消・小作地率の低下とともに地域差

はあるものの旧来の地主・小作関係は薄れて

った。自作地率(全国)は、55年91.0%、60年

表-Ⅳ-1農地法制下・貸付地の減少(都府県)
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93.3%、65年94.7%、とその割合を高め、都

府県の経営規模別に見ても、0.5ha未満層で

その率がやや低いものの上層に向うほど自作

地率が高く、自作農的土地所有は60年代前半

に一応の確立をみたといえる。都府県で1ha

前後に押し込められた均質的な零細自作農

(1ha未満層が72%、1.5ha未満で88%)に

よって、北海道では5ha未満層(75%、うち

1ha未満26%)を中心に戦後の我が国農業生

産が担われる体制、自作農体制が構築された

のであった。(表-Ⅳ-2)

自創法等で売渡を受けた農地(創設自作

地)についての権利制限は、農地法施行後に

は、賃借権の設定禁止(法第3条)、貸し付け

た場合は国家買収の対象(法第15条)とした

が、それ以外は創設自作地を差別待遇するこ

とはなかった。農地改革によつて創設された

自作農の土地所有(自作農的土地所有)も、

農地法においては「貸し付け」以外はその権

利の行使が一般農地と区別されることなく、

農地法の許可が得られれば創設自作地であっ

ても売買、農地転用も自由であって、耕作放

棄も特別に規制されることもなかった。農地

価格の統制も再び登場することはなかった。

こうして、農村における旧来の地主・小作

関係の残津は、改革後の農地行政を通じて徐

々に拭い去られて、自作農的土地所有が圧倒

的となった。そして、この「自作農的土地所

有」を基礎として自作農民経営は、農業生産

力を回復・発展させてきた(55年米の大豊作、

61年まで農地面積が拡大)。だが、その後の農

外環境の変化に伴って零細農耕からくる構造

表－Ⅳ-2農地法制下・自作地の拡大(自作地率・都府県)
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的矛盾を深める。

記述をやや遡るが、我が国経済は、傾斜生

産方式を採っての戦後復興への取り組み、朝

鮮戦争(1950～53)特需を契機とする経済復

興の加速、重化学工業化の進展の下に戦前水

準を回復していく(鉱工業生産水準は50年10

月、農林水産生産指数は51年、製造業実質賃

金水準は52年に回復)。55年に実質国民総生産

を回復した我が国経済は、以降、経済変動は

あったものの長期に及ぶ高度成長へと推転ず

る(73年オイルショックまで持続)。

我が国経済が戦後復興から高度成長へと推

移し、農業を取り巻く内外環境の急速な変化、

農工間格差の拡大の中で、農村からの土地、

水、労働力の流出、農外転用・高地価の圧力、

農業内的には零細手労働農業を突破するよう

な農業の機械化の進展の下で、農民層の分解

がすすみ、零細農耕の矛盾は拡大していく。

57年の農林白書は早くも日本農業にとって

の五つの赤信号(①農家所得の低さ、②食糧

供給力の低さ、③国際競争力の低さ、④兼業

の進行、⑤農業就業構造の劣弱化)を指摘し、

その克服を農政の新たな課題とした。そして、

農業基本法(61年)に象徴される「自立経営農

家育成」をスローガンに、60年代以降、構造

政策の展開へと進む。62年の農地法改正(農

地取得の上限面積制限の緩和、農業生産法人

制度の創設、農協による農地信託制度の創設

等〉を経て、さらには農地管理事業団構想

(65,66年の法案提出も審議未了廃案)へと

推移する。この頃までの構造政策の初期段階

は、まだ戦後自作農主義の農地行政が推進さ

れた時期といえる。

(2)自作農的土地所有の性格

1)自作農的土地所有の世帯主義

農地改革から農地法運用を通じて擁護され

た自作農的土地所有は、農地の所有権として

は個人に帰属するものの、農地の権利統制の

対象は「世帯単位」という特徴を有する。

戦前期は、家督相続制の下で長子相続が圧

倒的であり、土地財産も「家の財産」として

承継されてきた。

戦後の民法改正によってこれまでの「家の

財産」は、「個人の財産」としてその所有権を

保持し、相続も均分相続制に移行するのであ

るが、農地改革法での農地の保有面積の計算

は世帯単位とした(自作農創設特別措置法第

4条)。農業経営そのものが、家父長制の下で

家族を単位として営まれてきた歴史的事実に

も関連して、家としての農地保有面積・小作

地所有面積に制限をかける点からもそれは必

要な措置ではあった。

自作農の土地所有が広汎に創設された後の

農地法においても農地保有の制限等は「世帯

単位」とした。まず、「世帯員」を、「住居及び

生計を一にする親族」と規定し、「耕作又は養

畜の事業を行う者の世帯員が農地又は採草放

牧地について有する権利その他の権利は、そ

の耕作又は養畜を行う者が有するものとみな
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す」とした(農地法第2条)。農地取得の制限

(農業従事要件、取得面積制限等)や小作地

所有制限に世帯を単位として規制をかけたの

である。当時の農業経営実態からすれば、世

帯主(経営主)を中心とした直系家族の保有

労働力で完結した農業生産を展開し、世帯の

生計を賄うという構造であったし、農地法に

よる世帯を単位としての農地の権利統制・擁

護は、三位一体的な自作自営農民の農業経営

の維持と承継に重要な意味をもった。農民の

意識もまた、「先祖伝来の農地」、「先祖からの

預かり物、荒らしては申し訳ない」、「農地を

売れば家の格が落ちる」といったところにあ

り、生産手段たる農地がその機能を発揮する

とともに家の財産として代々引き継がれ保有

されるものであるとの意識が根底に根づいて

いた。機械化が低水準の、いわば手労働段階

での家族総働きによる農地(家産)の維持=

農業の維持=生計の維持、それを「家」とし

て維持するといった意識行動が如実に出てい

る。

したがって、そうした段階の農業・農地の

承継は、その「家」にとっての直系次世代へ

の承継が本来なのであり、民法上で均分相続

制度に移行しても農地の相続は一子相続的に

次世代に承継されることがなお通例であった。

農地改革後の農地所有は、このように世帯を

単位とした自作農的土地所有であった点に留

意しておく必要がある。

2)世帯の農地所有と農地相続

農地相続をめぐっては、この世帯を単位と

した農地所有の維持と承継といった側面から、

農政も固有の動きをとった。

戦後、憲法は、「配偶者の選択、財産権、相

続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家庭に

関するその他の事項に関しては、法律は、個

人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制

定されなければならない」(憲法第24条第2

項)とし、これを受けて、民法の親族編及び

相続編が全面改正されて、相続に関しては均

分相続制に移行したが(48年1月1日施行)、

農地改革が進行し、民法改正が具体化する中

で農林省は「農業資産相続特例法」を企画し

た(注6)。

「遺産の分割に因る農業資産の細分化を防

止し、農業経営の安定化を図るため、特例を

設ける必要がある」(提案理由説明)としたこ

の「特例法案」は、第1回国会(47年)に提

出されたがGHQの意向もあつて廃案となっ

ている。その後第5回国会(49年)にも提案

されたが、ここでも憲法上の問題や特例法に

よる効果に対する疑問も多く出され、衆議院

は何とか通過したものの参議院で審議未了廃

案となっている。以後は憲法原則に反するよ

うな民法の例外法たる相続特例法の成立をみ

ることはなかった(注7)。

当時の農地相続の実態は以下のとおり。

1948～49年当時で、単独相続が84.7%(法律

上の放棄50.4%、事実上の放棄34.3%)とさ
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れており、1952～53年当時では、相続に伴い

生前にも死後にも「財産分けなし」が67.2%

であった。また、61～62年当時で、相続発生

農家のうち相続後も経営面積が減少しなかつ

た農家は91%に達しており、経営面積が不変

の理由では、「話し合いでの相続放棄」33%、

「金銭・山林等の財産分与」6%、「話し合い

はしなかったが誰からも要求がないので今ま

でどおり経営」41%、等となっている。また、

61年当時の農家の意識としては、一般的には

「あととりが1人で相続する方がよい」とい

う意識が55%(50歳以上では60～64%)であ

った(注8).戦後改革を経過したとはいえ、

明治以降の戸主制度、家督相続制度、家父長

的家族制度と家としての農地(財産)の承継

の実態がなお色濃く残っていたといえる。

税制上は、1964年に一括生前贈与(生前相

続)の贈与税の特例(租税特別措置法)によ

ってあとつぎへの一括生前贈与に道を開き、

1975年には相続税の納税猶予制度(租税特別

措置法)が導入される。ただし、相続税の特

例は、農業を継続する限りにおいて恩恵を受

ける仕組みであって、農地の相続税制そのも

のが一括相続を助長するものではない。

ここに見るように、農業資産の分割防止の

ための法的枠組みは整備されることなく推移

するが、農家、農村の実態とすれば分割相続

が急速に広がったということではない。零細

自作農の農家資産として農地が可能な限りで

分割されることなく継承されることを、実態

としても意識としても選択されているのであ

った。しかしそれは、零細農耕の農業の継続

が可能なかぎりでのことであって、その条件

が破壊されることによって事態は変化してい

く。

3)自作農的土地所有の限界と零細農耕の

矛盾の並存

小作人への所有権付与によって創設された

自作地は、当該自作農によって当然に生産手

段として動員されることが前提であって、そ

こでは、生存権としての土地所有権の絶対が

保証された。農地改革後の農地法制定下の農

地政策が、創設自作地に関して旧地主・小作

関係への反転防止を重視していた状況からす

れば、創設自作地の貸付禁止、違反の場合の

国家買収規定をおくことで十分であって、そ

れ以外は一般農地と同様の扱いで十分との判

断であったのであろう(自創法で規定してい

た自作をやめた創設農地の政府先買権行使は

廃止、売渡を受けて10年間は創設自作地を売

却した場合には政府売渡価格との差額を政府

が徴収することとした52年、農地法施

行法第14条)。

もちろん、農地一般が民法の特別法として

の農地法に服して権利移動統制、転用統制、

賃貸借規制等の規制を受けており、一般土地

とは明らかに異なる扱いがなされたこと、今

日なおその法体系が維持されている点を軽視

してはならないであろう。
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だが、地主的土地所有を自作農の土地所有

に置き換えただけに終わったことによって、

農地改革がなした「地主制の解体」といつた

偉大な成果のその裏で、所有権の絶対性の下

に、農民経営を持続するための生存権的な所

有権に留まることなく、零細農の商品所有権

としての土地所有権の主張・行使の問題が内

包されていた。それは、地主的土地所有から

零細自作地所有に置き換えただけに終わり、

農地所有権に規制をかけなかったこととかか

わる。より基本には、土地所有権そのものに

一定の制限なり規制をかけなかったことの当

然の帰結でもあった(注9).そして、所有権

の絶対性、商品所有権としての土地所有権の

自己主張・矛盾は高度経済成長以降にとりわ

け顕在化していく。

自作農的地土地所有は、零細農耕であった

としても農業的に自立しえて、労働の成果が

正当に享受でき家族を何とか養える基盤たり

うる限り、生産手段としての土地所有として

農業生産力の発展に寄与する。しかしながら、

戦後の高度経済成長、開発優先的な国土・経

済運営に飲み込まれて、この零細農地所有の

下での農民経営そのものが破壊されてくる。

農地法統制の下にあっても、高度経済成長

過程での農外産業の高地価負担力の形成、農

外転用の拡大や代替地売買に媒介されての農

地価格高騰の下で、農地所有者は農業的自立

条件の崩壊、農地収奪過程を通じて農業から

切り離され、他方での商品所有としての土地

所有意識の台頭の下で、耕作放棄や農地所有

者自らをしての有利な交換価値を求めての農

地の市場放出、農地転用、資産保有としての

代替地取得へもしばしば向かわせるといった

限界を有する(注10)。

もちろん、零細農耕それ自体の問題は、自

作農的土地所有に固有に存在する問題なので

はなくて、たとえ農地改革が賃借権強化の方

式で実施されていたとしても構造的矛盾に逢

着していたにちがいない。零細農耕の矛盾と

自作農的土地所有の限界とは区別して考える

べき問題であろう。もちろん、零細農耕であ

るが故に農民経営の崩壊がより早く現れ、そ

のことが自作農的土地所有の矛盾をより早期

により尖鋭に発現させたのであり、相互関連

的であることは否定しえない。いずれにして

も、本来的には自作農の土地所有として広範

に創設された自作地を含む農地所有権のあり

方が、より基本には土地所有権全体のあり方

が、問われるべきであった。

(注6)民法改正を審議した民法改正委員会で

の付帯意見として農業資産に関しては特別

の立法を設けることが建議されたという背

景もあって、農林省では46年の暮れから農

業資産相続のための特別法の検討に入り、

民法の均分相続の例外として農業資産の相

続による分割を禁止し、1人の農業資産相

続人に承継させることを内容とする「農業

資産相続特例法案」を47年8月に第1回国
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会に提出した。GHQは、最終的には日本

政府の判断としながらも相続特例法は憲法

に抵触しないか、占領目的に違反しないか

といった点で難色を示した(農林省大臣官

房『農家相続に関する資料』、1976年)。

(注7)その後、農業資産相続の特例法の検討は

進まなかったが、農業基本法で相続に際す

る農業経営細分化の防止のための施策を講

じることが規定され、その検討の一環とし

て60年に農林省内で「相続による農業経営

の細分化防止に関する法律案要綱」が作成

されるところまで進んだ。だが、当時の相

続が一子相続がなお一般的であるといった

実態や憲法違反問題もからんで法律案作成

にまでは至らなかつた。

(注8)48～49年は、48年1月～49年8月末まで

に相続が発生した農家のうち全国で33,267

事例についてのアンケート調査(前出『農

地改革顛末概要』1,060ページ)。52～53年は

52,53年度に相続が発生した農家に対する実

態調査(福島県、新潟県、山梨県、三重県、

大阪府での8市町村、119戸)(『農家相続

の実態』、農林省経済局、1955年)e61～62年

は6L62年度に相続が発生した全国(除大阪

府)の農家のうち16,141戸に対するアンケー

ト調査(『農業経営細分化調査報告書』、農

林省農政局、1964年)。61年の意識調査は、

農家の20歳以上の世帯員3,000人に対するア

ンケート調査(内閣総理大臣官房『農家相

続に関する世論調査』、1962年)。

(注9)憲法制定の段階で、GHQの憲法草案で

は、「土地および全ての天然資源に対する究

極的な財産権は、国民の総代表としての国

に有する。土地および天然資源はその維持、

開発、利用に統制を確保し-一一」「財産の所

有は義務を課する」という内容であったが、

所有権絶対主義の松本国務大臣は、誰にも

相談することなく削除してしまったとされ

ている(前出中村「戦後の農地政策を省み

る」(5))。結局、現行憲法は「財産権は、こ

れを侵してはならない。財産権の内容は、

公共の福祉に適合するやうに、法律でこれ

を定める。私有財産は、正当な保障の下に、

これを公共のために用ひることができる。」

(第29条)としている。

(注10)こうした点を巡っては、たとえば渡辺洋

三氏は、農地改革が土地所有権中心主義の

考え方を脱却できなかったために、改革後、

農地所有権に内在する農業経営の基礎とし

ての土地所有権と商品所有権としての土地

所有権という二つの性質の矛盾と対抗が顕

在化し、戦後農地法制を貫く基本的矛盾と

なっていった、としている(渡辺洋三『土

地と財産権』(岩波書店、1977年)、同「農地

改革と戦後農地法」(前出『戦後改革6農地

改革』))。また、保志拘氏は、農地改革は、

耕作農民が土地所有者となったこと自体は

歴史的進歩の一階梯として評価されるもの

であったが、零細私的土地所有の体制は資

本の農業破壊には極めて弱い体制であり、
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農地法の体制は寄生地主制復活防止に有効

であったとしても資本の農業破壊には有効

でなかった、戦後の農業における土地所有

体制の再検討が必要、としている(保志悔

『現代農業問題論究』(御茶の水書房、2000

年))。

また、視点は異なるが、大泉英次・山田

良治編著『戦後日本の土地問題』(ミネルヴ

ァ書房、1989年)、甲斐道太郎編『都市拡大

と土地問題』(日本評論社、1993年)の関連

論文を参照されたい。
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Ⅴ利用増進制度展開下一自作農的土地所有

の変容

1.賃貸借促進・利用増進への政策転換

成長破綻後の国土・経済政策は、一時期、

若干の軌道修正をしたものの、やがて臨調・

行革(80年起点)、他方での規制緩和、民活・

大プロ開発を促進(80年代半ば)。さらに、国

際協調的構造調整(86年・前川レポート)の

下で農林業や低採算部門切捨ての末にバブル

経済へ突入(87年～)。バブルの崩壊(90年)、

以降はWTO体制下での長期にわたる構造不

況へと推移し(失われた10年)、21世紀を迎え

た(注i1)。

我が国農業・農政はこの激動する経済社会

動向に翻弄されながら対応が迫られて、70年

代以降、農地行政は自作農の育成・擁護から

借地容認へ、さらに進んで賃貸借促進へと政

策転換を図っていく。零細自作経営の崩壊、

離農の強まりを前にして、行政は、「地主的土

地所有」を解体して作り上げた「自作農的土

地所有」を再び潰して、新たな農地貸借関係

を発生させる道を選択した。

この農地政策における自作農の育成・擁護

から借地促進政策への転換は、単に自作によ

る農業経営発展の限界を脱するための政策転

換にとどまらず、それは農地賃貸借促進のあ

り方や耕作する権利の擁護のあり方次第では

農地所有(権)そのものに大きな影響を与え

ていくことが考えられる。

農地制度の改正過程は、以下のとおり。

第1段階は、「構造政策の基本方針」(67年、

農林省)に示された借地による規模拡大を基

本とする構造政策への農地制度の積極対応の

時期である。

70年農地法改正は、①法の目的に「並びに

農地の農業上の効率的な利用を図るために」

を追加して、「農地はその耕作者自からが所有

することを最も適当であると認めて、耕作者

の農地の取得を促進し、及びその権利を保護

し」とする自作農主義の強固な枠組みを緩め

た。その緩めた枠組みの下で、②小作地の小

作人専買の緩和、③小作地所有制限の緩和、

④賃貸借の解約制限の緩和、小作料統制の廃

止・標準小作料制度の導入、⑤農業公社によ

る農地保有合理化事業、農協による農業経営

受委託事業等の農地流動化介入主体の創設、

等を行ったのである。

第2段階は、75年農用地利用増進事業の創

設及び80年農用地利用増進法の制定である。

農用地利用増進法は、「農用地について耕作

者のために利用権の設定等を促進する事業…

を行うことにより、農業経営の改善と農業生

産力の増進を図る」(法の目的)とした。緩や

かな賃借権たる利用権(農地法19条の適用除

外、賃貸借期間の満了とともに貸借が終了す

る短期賃貸借、否離作料)による賃貸借の促

進を明確に打ち出したのであった。さらには

「農地流動化奨励金交付」等の賃貸借促進事
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業を展開する。

第3段階は、ガット・ウルグアイラウンド

合意、WTO体制移行、一層の市場開放促進

に対応しての93年農業経営基盤強化促進法の

制定である。

経営基盤強化法では、効率的かつ安定的な

農業経営の育成、育成すべき経営の明確化、

経営改善目標に向けて農業経営改善を進める

者への農用地利用集積等の施策の展開、を目

的とした。農業経営基盤強化に関する都道府

県の基本方針・市町村の基本構想の策定、そ

れに沿っての担い手農業者の認定と認定農業

者への利用権集積・助成の集中といった仕組

みである。農地制度は「農用地の利用の促

進」から「農業経営の基盤強化」へと向かっ

た。

さらに2000年には、これまでは農家の協同

・結合的な側面を重視して進められてきた法

人化(農業生産法人)について、株式会社に

まで農地取得の道を開いた。まず、入り口で

企業(株式会社)の農地取得手段の幅を拡げ

た。さらに、事後的には企業の農地転用促進

の道をひろげる結果となる。財界から農地転

用規制の緩和が常に要求される状況下、法人

が農業廃止の末に農地転用・他用途利用へと

向う道は容易に考えられる。農民の農地所有

(権)と農業発展の基盤はますます切り崩され

る恐れがある。

(注1)我が国の戦後の国土開発、都市開発に関

する法律、計画は、終戦後の国土総合開発

法(1950年)にはじまり、高度成長期の新

産(62年)、工特(64年)等の大規模拠点開発

法、高速道路・工業用水・ダム開発等の開

発基盤整備開発に関する立法化が進んだ。

70年代以降は、過疎地域、大都市地域、工

業再配置等の開発整備関連法、80年代の総

合保養地域整備法(リゾート法、87年)、多

極分散型国土形成促進法(88年)など、地

域整備にとどまらず、レジャー、リゾート

開発等の立法に及んでおびただしい(前出

拙稿「戦後の土地」(『日本の土地』)、189～

199ページ)。

2.2000年・農地所有構造

(1)農地所有の全体構造

1)農地所有の構造

利用増進促進政策の下、70年以降の30年間

で自作農の土地所有・経営構造は如何に変動

したのか。2000年農業センサスデータで確認

する。ここでは農地所有と経営形態との関係

については見ていないが、都府県では圧倒的

に水田作経営に、北海道では圧倒的に酪農経

営に土地が集中していることは既知である。

2000年現在、農家は、全国で3,120千戸

(北海道70千戸、都府県3,050千戸、70年か

らの30年間に全国で42%減、北海道で58%減、

都府県で41%減)、「農家以外の農業事業体で

販売を目的とするもの」(農家以外の事業体)
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は、全国で7.5千事業体(北海道0.8千、都府

県6.7千事業体)存在する。このほか、耕地

5a以上を所有する非農家が90万戸(5a以

上の耕作放棄地を所有する非農家を含めると

llO万戸).これらの者が所有する耕地総計は

388万ha(耕地面積調査では487万ha)、うち農

家の所有349万ha(89.9%)、農家以外の事業

体の所有5万ha(1.8%)、非農家の所有34万ha

(8.8%)である(注2)。このほか、耕作放棄

地が34万ha(農家21万ha、非農家13万ha)あ

る。非農家の農地所有や耕作放棄地の存在は

無視できなくなってきている。(表-V-

1)

2)農地利用の構造

所有農地のうち貸付地は55万ha、うち農家

24万ha(貸付地割合は6.7%)、非農家31万ha

(貸付地割合は92.1%)と、貸付地に占める

土地持ち非農家の貸付割合が6割近くに達す

る。農家の貸付農家割合が15.6%(58万戸)

に対して土地持ち非農家の貸付世帯割合は

68.7%(62万世帯)と際立つ。

自作地率は農家では70年の94.4%から83.8

%に低下、事業体では49.2%と低い。また、

自作地のみで経営する経営体の割合は、農家

で74.6%、事業体で57.3%であって、借地依

存を高めてきていることはまちがいない。こ

うして、農家の借地は、70年26万ha(5.6%)

から2000年63万ha(16.2%)と、この30年間

で37万ha伸びているが、農地保有構造全体に

まで質的変化を及ぼすには至っていないとい

えよう。ただし、既に借地率の高い府県(滋

賀28.7%、石川26.9%、京都21.7%、鹿児島

25、6%、沖縄26.9%)を中心に今後如何なる

構造変化を起こしていくのか、注目される。

(2)上層借地依存・下層自作維持の構図

1)階層変動の特徴

都府県-経営規模別戸数変動をみると

(注3)、農地改革後の我が国農業を担ってき

た都府県の中心的な階層1～2ha層は70年以

降の30年間に53%減じて136万戸、1ha未満

層で62%減の59万戸となる。かつては上層に

位置し、60年代には規模拡大がみられた2～

3ha層もすでに減少テンポを高めて、18万戸

に減少(70年24万戸、90年22万戸)。70年以降

も戸数増を続けてきた3～5ha層は、95年10

万戸をピークに減少に転じ、9.9万戸へ。今

や都府県での最上層たる5ha以上層のみ緩や

かに増加しており、「効率的安定的経営体」と

して期待されるのであるが、その数は4.3万

戸・1.4%(うち10ha以上層4千戸)に留ま

っている。零細自作農の土地所有に覆われて

いた構造は、この30年間に全層落居的な分解

・農家戸数の大幅な減少、最上層のみ緩やか

に増加するといった構造に変化してきた。そ

うした中で、個別経営の枠を超えた、農家以

外の農業事業体が6.7千事業体に成長してお

り、今後、新たな生産力主体としてどう成長

しうるかがかぎとなる。

52



表V-12000年農地所有の構造



北海道この30年間に6割にも達する戸

数減の中で上層の形成(20ha以上1、7万戸、

うち20～30haが7千戸、30～50haが6千戸、

50ha以上が4千戸)、下層の激減(5ha未満は

70年10万戸→2000年2万戸、5～10haは4.2万

戸→1.3万戸)を示す。激しい構造変動の中

で、北海道農業の担い手たる上層経営が形成

されていった。

2)上層借地依存・下層自作維持の姿

こうした都府県での薄層的分解の中で70年

年以降、自作地減少・小作地増加の一般的傾

向を示すが、経営規模別に見ていくと残存す

る中規模以下の農家の自作地率はそれほど落

ちていない。1～2ha層89.3%、2～3ha層

84.2%であり、1ha未満層では70年よりもむ

しろ自作地率を高めている(70年9L6%→

2000年93.1%).これら下層は今日なお自作農

的土地所有の構造を残したままであるという

ふうに見える。中規模以下層は農外就業の拡

大、農業労働力の流出・脆弱化の中で、農作

業の外部依存を強めながらあるいは集落営農

に依存しながら、借入地は返却し、さらには

自作地の一部を貸付にまわしながら自作経営

を維持する構造にある、その反映であろう。

そして自作地での経営維持が不可能となれば

その段階で全面貸付や売却、耕作放棄となり、

離農、土地持ち非農家へと流出する、という

ことであろう。

小作地解消は、下層において、農地改革残

存小作地・農地法許可賃貸借の解約を中心に

いち早く進んだ。70年には賃貸借の解約の75

%を1ha未満の零細層で占めた。そして今日

では、賃貸借の大部分が上層での利用権に置

き換わっていることは(表-V-2)に示す

とおりである(注4)。

この下層での高い自作地率は、自作地に純

化した後に離農へと向かう通過局面であると

表－V-2賃貸借の解約と利用権設定の階層性(都府県)
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みてよい。家計を農業収入に依存する割合を

著しく低下させていく中で、農業生産維持の

力は著しく弱まっていった(農業所得による

家計費充足率は都府県の75年で、0.5ha未満

層10.1%、0.5～1ha層31.9%→98年0.5ha未

満層4.Ⅰ%、0.5～1ha層8.0%)。将来にわた

って自らの農業生産に積極的に動員されるこ

とが予定されない農地所有は、時として公共

買収や農地転用売却のチャンスがあれば、そ

のことに積極的に対応する(高地価であれば

あるほど一層それを促進する)。交換価値を求

めての商品所有としての土地所有の側面を強

めたものに変化していく。そうした面からも

「自作農的土地所有」は、農地改革が予定し

た意味内容とは変化・変容してきているとい

える。

その対極に、農業採算価格を大きく超える

農地価格の下で、膨大な土地負担を避けて主

として借地により規模拡大を図って上向する

5ha以上層が位置する。自作地率は5～10ha

層で58.3%、10ha以上層で43.7%と低い。都

府県の上層農家は借地に依存する経営に転化

しつつあり、1.4%の5ha以上層で都府県の

借地51万haの34.7%を占める構造に変化して

きている。事業体もまた借地依存の高い経営

(自作地率34.9%)として展開している。

北海道での自作地率も84.8%に低下するが、

ここでも下層で自作地依存度が高く(5ha未

満層の自作地率95.9%)、他方で上層の借地依

存度が高いという構造を示す。だが、50ha以

上層の自作地率83.1%に見るように、借地の

階層間格差は小さく、最上層においても基本

的に自作地に依存する経営である。農家以外

の事業体では自作地率が68.2%と借地依存の

割合を高めるが、その構造は都府県となお異

なっている。北海道では離農形態の変化の中

で貸借が増加しているものの、自作農として

自立した経営がなお基本にあるといえる。

(3)非農家・自給的農家の貸付地供給構造

1)貸付地供給層

都府県での貸付地48万ha(借入地51万haと

おおむね一致)のうち耕地を所有する非農家

の貸付が28万ha(57.5%)と過半を占める。

次いで、自給的農家(14.5%)、1ha未満層

(24.4%)が貸付地供給の中心層であり、これ

ら非農家、零細農家で供給量の94.6%を占め

ている。北海道では、農業センサスでの貸付

地の把握が低いと思われるが、貸付地供給構

造的には非農家(54.1%)、自給的農家(12.5

%)、5ha未満層(19.6%)で太宗を占め、都

府県の構造と異なるものではない。

2000年段階での貸借構造は、戦前期の小作

構造(寄生大地主の下での零細小作経営)と

は対照的な構造に(土地持ち非農家・零細農

家の貸付の下での大規模借地経営の存在)、か

つ利用権による短期・流動的な貸借構造とな

つてきている。この自作農の分解の後に貸付

に出された農地の所有、さらにはそれらを含

む非農家の農地所有の性格規定については、
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なお十分な検討が必要であろう。

2)土地持ち非農家の発生経路

農地改革後の600万農家は、今日312万戸

(販売農家234万戸)と半減した。離農農家

は、農地の売却か、転用か、贈与する以外は

自己所有農地として持ち続け、それは貸すか、

耕作放棄される。下層の農地貸付は、かつて

は労働力調整的、暫時的、部分的貸付の側面

も見られたが、今日では農地の貸付は労働力

の欠落、農用機械の更新期等を契機として、

作業委託、貸付けへと一気に進む傾向が強ま

っている(注5)。2000年農業センサスが把握

する離農農家の所有耕地は、全国で34万ha、

都府県30万ha、北海道4万ha。そしてこの農地

は相続によつて次世代へと引き継がれる。農

地法による小作地所有制限の規制が緩やかに

なった今日、土地持ち非農家の拡大とその不

在村化、所有の分散化が当然に進む。

土地持ち非農家の発生経路は、①農家の離

農によるもの(農地所有の継続)、②非農家の

農地取得によるもの(相続等)の2ルートが

ある。アンケート調査でその実態をみると、

①在村離農者の場合-高齢のために離農

(20.8%)、病気・農業従事者死亡のために離

農(29.2%)で過半を占め、農外専従化によ

る離農が32.7%(北海道は19.5%)。いずれに

しても農業労働力欠如が引き金となつている。

②-1在村者で以前から非農家の場合-

相続による農地取得が74.8%と圧倒的である。

表－V-3土地持ち非農家への経路
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受贈ll.3%、その他13.9%。

②一2不在村非農家の場合-相続に

よる取得が52.0%とやはり高く、次いで、他

出前から自己農地を所有が34.7%を占める。

北海道では相続による取得は22.5%と低く他

出前から自己農地を所有が66.3%と高い比率

を占める。(表-Ⅴ-3)

このように、離農に伴って土地持ち非農家

に移行していく部分とともに相続に伴って発

生・拡大する土地持ち非農家が無視できない

存在となってきている。だが、この相続に伴

う農地移動は、農地統計では把握されていな

い。土地持ち非農家の増加と農地所有の分散

化は21世紀に入ってさらに進むのであり、農

地所有の全体像の把握をどう行うのか、新た

な課題となってきている。

(3)構造変動の力と制約

1)生産力格差の拡大と借地への移行

表-V-4に示すように、水稲作の土地純

収益(全国、10a当たり)は、70年当時は、

0.5ha未満層を別として階層間格差はまだ少

なかった。以降この純収益格差は拡大してい

く。90年の土地純収益は、平均11,137円、

0.5ha未満△41,598円、5ha以上層45,617円,

98年には、平均で△5,980円と赤字、0.5ha未

満層△63,922円、5ha以上層34,354円と格差

は拡大。こうして、上層の農地集積力は相対

的に強くなって、農地集積が進むという図式

は描ける。

だが、他方で農業収益価格を著しく超えて

の農地価格高騰が進む。自作農的土地所有が

維持され、さらには発展の道筋を辿るために

は、農地価格が農業収益基準で形成されるこ

とが基本となる。農地価格(中田10a当たり)

の全国平均は、60年20万円、65年34万円であ

ったものが、70年102万円、75年282万円へと

急騰していった。都市計画の線引きがない農

村的な地域の農用地区域では、80年131万円、

90年187万円と推移するが、自作地の土地利

回り(土地純収益/中田地価)は、5ha以上

層でも2%程度であり、制度資金を利用して

も計算上は土地取得に向えなくなっていった。

ましてや、都市的影響を受けている線引き市

町村(80年)では、市街化区域の2,000万円

超は論外としても市街化調整区域・農用地区

域で670万円に達しており、農業収益を基礎

としては取得不可能となっていった。

都市地価や開発地価の波及による農業収益

基準を超えての農地価格の大幅な上昇・拡大、

広域な波及が、零細自作農の経営・生活維持

基準確保のための規模拡大(農地取得)を当

然に圧迫し、農地購入による規模拡大を萎ま

せていった。そして、地価高騰は、農地の資

産的保有と農外転用志向を不断に高め、農地

所有意識の変容を加速していく。

そうした中で、前述の最上層5ha以上層の

借地型規模拡大が行政の利用増進対策にも支

えられて進むのであるが、長期に及ぶ米生産

調整・水田転作と米価据え置き・引下げ、米
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表―Ⅴ-4 稲作生産力格差・小作料・農地価格の動向(全国、10a当たり)

輸入自由化(ミニマムアクセス)の中で、稲

作収益は低下して、生産力の階層間格差は拡

大しつつも最上層の規模拡大のエネルギーは

政策が期待するほどには強くない。やや古い

データであるが、中核農家の規模拡大志向は、

北海道で62.9%、都府県で47.4%である

(「現状維持」北海道31.4%、都府県40.1%、

「規模縮小」同5.7%、12.5%、)(注6)。

2)制約要因-農地基盤縮小の一方的流れ

農業発展の制約要因は外部から、別のかた

ちでも持ち込まれた。都市サイドでは、規制

緩和、開発促進、農地食い潰し的な国土開発、

都市行政が長期にわたって展開されていき、

そこでは、地価高騰とともに農業経営基盤の

縮小、掘り崩しが一方的な流となって進んだ。

①農地面積の減少一農地面積は61年

(609万ha)をピークに70年580万ha、99年

487万ha(40年近い間に△122万ha)と減少、

この間の農地造成が約ll9万haあったから、

農地が潰れた総面積は240万ha(工場用地・

道路・住宅・ゴルフ場・レジャー用地等の都

市的転用と植林転用等農業内的要因によるも

のが相半ば)。農用地造成を止めてしまった今

日、食料・農業・農村基本法の下で計画する

農地面積470万haの確保、それを耕作放棄の
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防止対策程度で維持することは到底できない。

②耕作放棄・不作付け農業環境悪化

の中で耕作放棄地が85年10万haから2000年34

万haへ、不作付地が85年14万ha、2000年28万

haと農地基盤の縮小が続く。

③既存農地の利用率の低下一耕地利用

率は、98年には94%にまで低下(1年1作も

満足に作付けられない状況)、60年の耕地利用

率133.9%からすれば隔世の感である。農外

からの農地食い潰しのみならず農業存立条件

の悪化によって農業内的にも後退を余儀なく

されたのであるが、その回復の目途は依然と

して立っていない。

地賃貸借論』、206～216ページ。

(注5)農地の貸付理由は、「病気等で一時貸付」

5.5%に対して、「高齢化・後継ぎなし・年金

受給」42.4%、f兼業化」27.1%、「耕作不便

・転作等」8.3%、「相手方の要望」8.1%、

流動化推進員の勧め等」8.4%である(農政

調査会『農地と地域社会をめぐる高齢・兼

業農家の意識』、1995年、アンケート調査、

回答1、200)。

(注6)農水省農政課『中核農家の意識とニーズ

に関する調査結果』(1992年)。

3.農地所有・保全意識の格差

(注2)一般的には耕地面積調査(実測値)の数

値が使われており、この487万町歩と農業セ

ンサスの388万haとでは100万町歩(20%)

の誤差があるが、所有構造等の分析には、

その情報量からして農業センサスによるし

かない。

(注3)農業経営が多様化しており、また、水

田においても生産調整等に伴って集約的な

経営が導入される等により経営耕地規模が

農業構造分析の重要指標としての位置を低

下させているが、農地の大部分が土地利用

農業によって保有されていること、土地利

用型農業においてはなお経営耕地規模が構

造分析の主要指標たりうることから、ここ

では、経営耕地規模区分を指標とした。

(注4)この点に関しては、前出、拙稿『現代農

(1)農地保全管理への対応

1)農業経営志向

かつての家族総がかり的な農業から、今日

では農民経営の多数部分が農業を兼業的、片

手間的に処理し、手に余れば貸付、耕作放棄、

さらには農外転用に向かう。自作農が農業生

産を担い発展させるという状況が大きく後退

する中で、農業者自らは農地の保全・管理や

所有農地への資本投下等に如何なる意味を見

出しているのか。

①農業経営の将来志向ー(ⅰ)20年程度

遡ってみると、現状維持(69.0%)が圧倒的

であり、次いで規模拡大(20.9%)であって、

経営縮小(10.1%)志向は最も少ないという

構図であった(1979年調査).農用地利用増進

法がスタートする頃の自作農は、農業の存立
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条件を掘り崩されつつも、7割の農家が、経

営の現状維持といった消極的な対応ではある

ものの、なお農業を継続するという意欲をい

まだもっていた。

(ⅱ)しかし、その後の農業生産環境一層

悪化の下で、この零細自作農は農業経営継続

意欲を著しく低下させてきており、現状維持

志向は後退(57.8%)、経営縮小が増加(18.9

%)する。経営拡大は23.7%(1995年調査)。

高齢・兼業農家では、現状維持67.6%、経営

縮小26.9%、経営拡大5.9%(注7)。農業経営

体の減少が今後とも大幅に進行することが当

然に予測される。

②近年時の大規模層(稲作経営の認定農

業者・個別経営)(i)その経営拡大に

おいては、北海道では農地の購入を中心に、

都府県では借地・農作業受託を中心に、と明

確に意識されている。北海道での自作農とし

ての自立志向が見てとれる(北海道では「購

入」54.0%、「借地」38.4%、「作業受託」7.6

%に対して、都府県では購入9.9%、借地

52.0%、作業受託38.1%)(注8)。

(ⅱ)今後の経営承継に関しては、「自家の

後継者への承継」志向が4割強と多いものの、

第3者に承継、農業は一代限りで廃止など多

様化する(「自家の後継者へ」43.6%、「適当

な第3者にでも」20.2%、「法人化して担い手

を育成・承継」19.8%、「公的機関に探しても

らう」12.9%、「一代限りであり自分の代でや

める」3.5%).認定農業者という我が国農業

経営の最上層では、経営承継において家の後

継者に引き継ぐという意識が意外に低くなっ

てきている。こうした新たな傾向に注目すべ

きだろう。経営そのものが、生業たる家の農

業といった規模、概念を超えつつあること

(1経営当たり労働力は、家族労働2.8人、

常雇い1.8人、臨時雇い延べ168人目)、家族構

成員の就業の多様化が進み価値観も多様であ

る中で、経営者自身が自らの職業として農業

を選択していてもそれを「家の農業」として

引き継がなければならないとの意識が薄れつ

つあること、等の反映でもあろう。

2)農地保全意識

農地所有者(農家、非農家)の農地保全・

管理の意識を土地改良事業への参加理由を指

標として見ておく。(表-V-5)

①農家(ⅰ)経営規模の大きい層

や専業層では、農業生産に動員される農地の

生産基盤・生産条件の改善に力点をおいて土

地改良事業に参加しており、生産手段として

の農地への投資を志向する。

(ⅱ)零細層、高齢層では、自らの農業生産

に動員する農地の整備というよりもその農地

の貸付等を通じて保全する、そのための土地

改良事業参加を志向する。あるいは地域のた

めにやむなく、といった消極的参加が増える。

（ⅲ)大規模層、零細層を問わず全体として、

資産価値向上や売却条件向上への期待は意外

に低い。圃場整備地区は農地転用が不可能と
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表-V-5土地改良事業への参加理由
単立:%

いう実態認識の反映なのかもしれない。(83

年調査「団地化・作業効率アップ・土地

の生産性向上」は3ha以上層67.5%、0.3ha

未満層57.1%、「資産価値が上がる」は8.6%

対10.6%、95年調査「作業効率向上」は

専業層58.5%、高齢層19.0%、「貸付・管理が

容易になる」ll.3%対32.4%、「家産価値・売

却条件向上」9.0%対9.7%、「地域のためにや

むなく」19.7%対37.4%)(注9)。

②非農家(ⅰ)在村、不在村非農家と

もに土地改良事業への参加志向が5割程度と

低い。ここに、村に定在して零細であっても

農業を維持している農家層の取る行動・志向

とは決定的に異なる側面を持つ。

(ⅱ)参加を志向するその動機は、「皆で決

めたことだから」とか「先祖代々の土地だか

ら」といった、もともと家として引き継いで

きた農地(家産)への思い入れや資産所有者

としての動機、地域(故郷)への配慮・思い

が重なっているふうに見える(ア、土地改良

事業に参加する意向の者は在村50.5%、不在

村49.4%、イ、参加理由としては、「皆で決め

たこと」在村55.1%、不在村41.5%、「先祖代

々の土地」在村30.0%、不在村37.0%)(注

10).土地持ち非農家では、農地の所有・保全

管理、地域社会(故郷)の秩序等への対応に

ドライに割り切る部分(土地改良反対層)と

従来の因習に引きずられている部分(土地改

良費成層)が入り乱れている。いずれにして

も、農業生産と切り離されること(離農)、さ
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らに集落から切り離されること(離村)によっ

て、家や村といった枠に縛られる意識が弱ま

っていき、それは農地の保全管理意識、さら

には所有・処分意識にも影響を与えていく。

土地持ち非農家の農地所有や利用のあり方を

考えていく上で、こうした点の更なる分析が

重要なポイントとなろう。

(2)農地相続と意識変化

1)今日の農地相続の実態・変化

農地相続による農地の分割・分散防止のた

めの本格的な制度的手当てがされることなく

21世紀に入ったが、農業構造の激しい変動、

利用増進制度展開の中で農地相続の実態は如

何に変化してきているのか。

農家の農地相続は、1980年頃以降も分割相

続が大きく進むといった状況ではないが、

(i)「あとっぎ一括相続」の割合は経年的

に若干の低下傾向を示している(全国79年

85.9%→93年76.3%)。

(ⅱ)地域的には、従来からの地域差を引

きずっており、北海道、東北等の農業的色彩

の強い地域では「あとつぎ一括相続」の割合

は高いが近畿等の都市化地域や南九州の分割

相続慣行がある地域では分割傾向が強まる。

(ⅲ)高地価もまた分割相続を促進する

(79年・都府県での「あとつぎ一括相続」の

割合は水田地価100万円未満で87.6%、1000

万円以上で63.2%)(注ll)。

2)農地相続の将来志向

①農家の農地相続志向-将来(次世

代)の相続志向は、79年から93年の間に分割

志向が高まっているふうには見られない。む

しろ「あとつぎに一括承継」したいとの志向

が高まっているふうにさえ見られるが、その

数字の変化を追うことにあまり意味はなさそ

うである。民法の均分相続制への移行から半

世紀を経過しても、また家計を農業所得に依

存する割合が著しく低下してしまって、農地

が生産手段としての位置を大きく後退させて

も(家産(農地)の維持≠農業の維持≠家計

の維持の関係となっても)、農地は分割するこ

となく家のあとつぎに承継したいとの志向は

なお強い。村に残って農業を維持している限

り、家の財産たる農地としてその者に分割さ

れることなく承継されるということであろう。

だが、非農家化すれば、在村であってもこの

意識は崩れていく。

②非農家の農地相続志向-表-V-6

が明確に示している。在村非農家では「あと

つぎ一括相続」は5割に過ぎない(北海道で

は22%)。不在村非農家となれば分割相続の割

合はさらに高い(「あとつぎ一括相続」は4

割).家としての農業の継続といった縛りが外

れれば「あとつぎに一括」という動機付けが

弱まり、他の相続人からの相続分の要求が当

然のごとく高まる。こうして、農地の生産手

段から商品所有としての所有意識への変化の

高まりの中で、相続による分割が全国的に拡
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表-V-6農地相続と将来意向一「あとつぎ-括相続」の割合

大していく。これら分割所有されるところの

農地の、その利用を分散させることなく、よ

り集合的・農場的な経営の形態として承継さ

れていくシステム(農業経営承継の新たなシ

ステム)の別途の検討が要請されてくる。

(3)自作農的土地所有の変容は雪崩をうつ

か

1)利用権設定の現実の力

利用権設定のみならず農作業受委託をも含

めた農地流動化事業が取り組まれ、「効率的安

定的経営」を育成するための経営対策が推進

されており、貸借の構図は「上層借入、下層

・離農者貸付」が明確となってきている。農

地の所有・保全の意識格差も広がっている。

だが、この賃貸借がダイナミックに拡大して、

早い時期に借地率が大幅にアップするかとい

えば、そうはならないであろう。

農用地利用増進事業がスタートしてから既

に四半世紀が経過して、利用権設定面積は41

万ha(利用権設定率8.1%)にまで増加した。

だが、その面積は農地改革終了時の小作地51

万ha(9.9%)に未だ及んでいない状況なの

である。

農地の売買と貸借の関係は、表-V-7に

示すように、切迫的な売買が減少して、売ら

ずに貸すという行動が強まった。かつては

「離農のため」の売却が殆どであった北海道

でも、今日では「相手方の要望」が増加、都

府県では「相手方の要望」が最も多い。かく

して、都府県では80年頃から、北海道では90

年頃から、「利用権等の設定」が「自作地売

買」を上回る関係となっている。

そうではあるが、売買と貸借を相対的にみ
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表-Ⅴ-7売買と貸借の構造

ると、利用権設定が売買を圧しているとは言

えない。利用権設定は表向き大幅に増大した

が、期間満了とともに終了する利用権は再設

定を繰り返さなければ借地が維持できない。

「利用権の終了・賃貸借の解約」を控除する

と、今のところその流動量は利用権のほうが

売買よりも少ない。最近の年間自作地売買は、

全国で3万ha程度、賃貸借(利用権)の実質増

加は2～3.5万ha程度(都府県1～2万ha、

北海道で1.5万ha前後)、80年～98年間の自作

地売買量は64万ha、対して賃貸借での実質増

加量は42万ha(見かけの設定量は106万ha)の

事実。放出された農地の利用権設定による上

層(都府県3ha以上層)への集積率は最近で

は43.5%に上昇して構造変革効果は高いのだ

が(売買のそれは24.0%)、その絶対量と継続

性の確保が課題とならざるを得ない。

2)仮定計算

仮定計算ではあるが、以下のことを指摘し

ておこう。

①利用権設定による必要規模拡大テンポ

(2020年目標)

(a)「効率的安定的農業経営」の農地利用

集積目標面積282万ha(2020年農地470万haの

6割程度を集積)。

(b)農地流動化必要面積

・2000年現在の認定農業者等による農地集

積実績129万ha(自作地92万ha、借地25万ha、

作業受託13万ha。別途、育成すべき農業者分
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81万ha…①)

・目標年集積面積282万haの内訳想定(所

有地150万ha、借地132万ha-2000年センサス

都府県5ha以上層借地率46.6%程度と想定)

・規模拡大必要分153万ha(①分を含む)、う

ち必要利用権設定面積71万ha(132万haー既

存借地41万ha－作業受託20万ha…①分を含

む)→7.1万ha/年の新規利用権設定

・利用権の存続期間6.24年(現実の利用権

設定期間の平均推定値)

・毎年の必用利用権設定面積

第1～6年度…=7.1万ha(新規)+6.9

万ha(既存の利用権の再設定41万ha/6年

…作業受託の扱いは取りあえず無視)＝14万

ha/年

第7年度以降…=7.1万ha+6.9万ha+7.1

万ha(新規分の再設定)=21.1万ha/年

今後10年間、認定農業者等が1戸も脱落せ

ずに規模拡大、利用権集積が進むと仮定した、

極めて楽観的な、かなり非現実的な想定であ

っても利用権設定量の大幅拡大と担い手への

集積率の大幅アップが課題となる。

②自作地売買による構造改革テンポと持

続性

(a)自作地売買テンポの低さ

・自作地売買の農地移動率=0.63%(3.Ⅰ

万ha/490万ha)計算上農地は159年に1

度売買市場に放出される(1/0・63%)、テン

ポは極めて緩やかである。

(b)構造改革の持続性

・売買(自作地取得)による構造改革の持

続性は159年、この売買1単位の農地を利用

権で維持するためには、159年間に26回の利

用権設定が必要、農業者1世代で(35年間と

して)6回の利用権設定が必要。要するに売

買1単位当たりの構造改革効果を利用権で維

持しようとすれば、26単位なり6単位の(行

政や農業者の)エネルギーの継続が必要とな

る。

③農地移動の現実の動きも行政対応も利

用権貸借による上層借地農形成へと向かって

いるが、そこには膨大なエネルギーの継続的

投入が求められる。このエネルギーを担い手

農家が如何に蓄積・継続できるか、政策が如

何に強力に支援できるかにかかっている。他

方で、自作地売買による構造改革について、

農地保有合理化事業等の政策介入機関の事業

推進方策や地価対策のあり方も含めて如何に

強力に展開すべきか見直す必要があるのでは

ないか。

3)自作農的土地所有の変容

「構造展望」で見通している「効率的安定

的経営」への農地集積面積282万haが、2020

年までに達成されたと仮定すれば「効率的安

定的農業経営」の借地は130万ha(借地率46

%)を超える計算となる。そうした段階での

我が国の小作地は、担い手以外への利用権設

定やヤミ小作等をも含めて140～150万ha(借

地率30～32%)に達しているような状況が想
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定されうるかもしれない。

戦前期の地主制下の小作地率はピーク時で

46%であった。農地改革終了時で小作地率10

%、2000年センサスベースの借地率16%。今

後、上記のような借地増加状況が出現すると

すれば、戦後の自作農的土地所有は、量的の

みならずその質の面においても一定の変化が

生じるのではないかと考えられる。もちろん、

自作農的土地所有が根底からひつくりかえる

話ではなくて、自作農的土地所有を基礎とし

て、その上に借地を積み増した経営が主流で

あると考えられるが、農業環境が一段と厳し

くなる中で、こうした方向に雪崩をうって変

容するか、事態を見守るしかない。

注意しなければならないことは、賃貸借が

大幅に増加したときに(自作農的土地所有が

質的変化を伴うような事態となろうとすると

きに)、農地制度は新たな課題を背負い込むこ

ととなるのである。

(注7)ここでのデーター1979年調査(36,000

戸)は農水省農政課『農地保有の構造と意

識』(1980年)、1995年調査(2,000戸)は農

政調査会『土地改良をめぐる各層農家の対

応と意識』(1996年)、高齢・兼業農家(2,500

戸)は前出『農地と地域社会をめぐる高齢・

兼業農家の意識』。これらの調査は、いず

れもアンケート調査で、調査客体の選定方

法や調査の仕組みも異なるために厳密な比

較はできない。また、家族内の多様な就業

の進行、自家農業へのかかわりの格差拡大

の中で、「家」としての統一的な意思決定そ

のものがそう簡単ではなくなってきている。

そうした中では、アンケート回答者の属性

の差によって「家」としての回答にも差異

が生じうる。調査の制約上、ここでは「家

としての回答」である。

(注8)全国農地保有合理化協会『大規模(借地)

経営の経営展開に関するアンケート調査報

告書』、1996年(L200戸調査)。

(注9)83年調査は、農水省農政課『農家の土地

保有と農業施策』(1986年)、95年調査は、

農政調査会『土地改良をめぐる各層農家の

対応と意識』(1996年)。

(注10)全国農地保有合理化協会『土地持ち非農

家の所有・管理意識等に関するアンケート

調査報告書』(1995年)。

(注11)79年調査は、前出『農地保有の構造と意

識』、93年調査は、全国農地保有合理化協会

『農家相続等に関するアンケート調査報告

書』(1994年)。なお、79年調査の農家相続分

析に関しては、拙稿「日本における農家相

続の現状」(農業法学会『農業法研究17』、

1982年)27ページ以下を参照されたい。
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Ⅴ-農地所有構造の展望

1.国土の所有構造

農地所有権のあり方や所有と利用の問題を

検討するとき、国土利用上の農地の位置、そ

の所有の状況等を相対的に把握しておくこと

が重要である。かつて、土地問題といえば農

地問題であったし、その農地の所有と利用を

めぐる権利(の対抗)問題であり、研究もそ

こに集中した。今日、土地問題と言えば主と

して都市のそれである。そのうえ、所有権や

借地権といった権利問題から都市づくりの計

画や景観や環境問題といった多様な課題に広

がっている。かつ、都市サイドと農業サイド

との土地利用の競合関係の解決(それは、往

々にして農業サイドの後退に終わるが)とい

った問題がかぶさる。

(1)全地目の所有状況

ところで、農地の所有なり利用が、国土全

体の中でどの程度の位置を占めているのか、

表一Ⅵ-1に示すとおりである。

我が国土全体の所有と利用を統一的総合的

に把握する統計調査はいまだ存在しない

(注1)。ただし、農地等に関する農林水産省

の調査、国公有地については各省業務統計レ

ベルのもの、私有地については「固定資産の

価格等の概要調書」(旧自治省、課税目的で土

地等を把握)や「土地基本調査」(旧国土庁が

1992年から開始、5年毎調査)を用いればお

およそのことが把握できる。今日の政府の土

地所有構造の把握はこのレベルである。

国土面積3,779万ha、うち国有地898万ha

(23.8%)、公有地296万ha(7.8%),私有地

2,020万ha(53.5%)、その他道路・雑種地等

(15.1%)の構成である。

このうちの私有地1,627万ha(「概要調

書」で把握している総面積)の所有状況(い

ずれも法定免税点以上のもの)は、個人所有

地85.5%(所有者6,079万人)、法人所有地

14.5%(所有者206万法人)であって、国土

の大部分が個人有地、かつ国民の半分が土地

所有者といった状況にある(地目別集計のた

め重複がある)。

(2)田畑の所有

田畑計526万haは、私有地の32.3%を占め

る(所有地の内訳は、個人98%、法人2%の

構成)。田畑の所有者数は、個人1,014万人、

法人6万法人にのぼる(「概要調書」では重

複カウントがあり、「土地基本調査」での世帯

単位の把握では、477万世帯、法人3万法

人)。

(3)国土利用の状況

利用の面から国土を見ておけば、3,779万

haの国土のうち森林・原野2,537万ha(67.1

%)、農地487万ha(12.9%)、住宅地177万

ha(4.6%)、道路・水路等259万ha(6.9
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表-Ⅵ-1国土の所有状況

%)等である。今日、農地は国土の13%を切

るシェアーでしかない。

都市的土地利用、国土開発の際限ないまで

の拡大(政策)は、農林業の土地利用を圧迫し

てきたし、今日でもその問題に歯止めがかか

っていない。農林業の側から農林地蚕食の歯

止めをどうかけるのかが常に課題となる。だ

が、農林業サイドからの反撃のみではその蚕

食に歯止めがかかりそうにない。都市的土地

利用のあり方、土地所有のあり方が同時に追

及されなければならない。相互の連携的、統

一的解決の途を探る必要がある。それはまた、

国民の土地所有や土地利用に対する意識の変

革を伴う必要がある。

(注1)筆者は、過去に全国土の所有状況に関す
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る統一的な統計調査の必要を説き、同時に、

当時入手可能な資料から国土の所有状況を

推計した(「我が国土地所有の現状に関す

る検討」、全国農業会議所『農政調査時報』

1973年、12月号)。その推計値は(1970年時

点)、国土総面積3、701万ha(農地580万ha、

山林原野2,529万ha、宅地95万ha、雑種地・

池沼等36万ha、道路・水路その他461万ha)。

うち国有地804万ha、公有地294万ha(含、

財産区・地方公共団体の組合有28万ha)、私

有地2,142万ha(うち法人有223万ha)、道路

・水路等その他461万haであった。推計結果

は、今日の所有構造と大きくは異なってい

なかった。なお、その後の土地統計に関す

る分析としては、田中力「戦後土地統計の

発達」(前出『戦後日本の土地問題』ミネル

ヴァ書房、1989年)がある。

2.土地所有意識変化の可能性

我が国の土地問題をめぐっては、資本(活

動)と土地(所有)との関係が、とりわけ高

度経済成長以降の国土・経済運営の中で取り

上げられ、資本の土地寄生性、土地支配、土

地本位制等々の指摘もされてきた。今期のバ

ブル崩壊後の長期にわたって続く地価下落の

中で、今日の土地問題の焦眉とされる都市サ

イドの土地の所有と利用をめぐって、市民や

企業の意識は変化してきているのだろうか。

(1)都市サイドでの意識変化

1)土地所有意識変化

①個人

地価下落が長期に続く中で、土地所有をめ

ぐる意識状況はどうか。「土地問題に関する国

民の意識調査」(2001年1月、国土交通省)で

は、土地所有に対する意識について、「土地は

預貯金や株式などに比べて有利な資産である

か」どうかを問うている。問自体が、土地を

預貯金や株式と同様に投資や蓄財の対象とし

て扱っているところに基本的な問題があるが、

取りあえず答えを見ておけば、以下のとおり

(国土交通省「土地白書」の数値を利用)。

(表-Ⅵ-2)

土地のほうが資産として「有利である」と

の考えは、94年61.9%→2000年34.2%と大幅

に低下している。「そうは思わない」は同21.9

%→38.8%と増加しており、土地は有利な資

産との考えはバブル崩壊以後の地価下落の下

で後退しており、土地投機的な側面は一般的

に低下してきているといえる。他方で、「土地

は有利な資産」と考える理由として、「使って

も減らない、古くもならない」(95年27.7%→

2000年42.3%に増加)、「地価上昇期待」(16.2

%→16.5%)、「下落リスクが小さい」(8.4%→

10.9%)、「融資等に有利」(22.7%→13.2%)。

確かに投機的側面は低下しているものの、土

地の担保価値も含めて土地資産としての運用

側面が強く出ている。ある意味では、現在の

答えは地価下落と株価下落とを天秤にかけた
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答なのかもしれない。地価の動向次第で、国

民の意識は大きく揺れ動くと言うことではな

いか。「土地神話が崩壊しつつある」とするの

は一面的であろう。と同時に、持ち家志向

(79.2%)、1戸建志向(77.9%)も低下傾向

にあるとはいえ、やはり高いのである。

②企業

企業の土地所有意識も地価下落の中で、「借

地が有利」がその割合を大きく高めて(93年

29.4%→2000年45.8%)、「所有が有利」(66.7%

表-Ⅵ--2国民の土地所有意識

表-Ⅵ-3企業の土地所有意識
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→39.3%)を上回ってきており、企業活動に

おいても土地所有に必ずしも拘らなくなって

きている。

「借地が有利」の理由として「事業所の進

出・撤退が自由」(57.0%)、「初期投資が少な

い」(45.7%)、「コスト面で有利」(35.6%)。「所

有が有利」の理由としても、「利用が自由」

(59.0%)と最も高く、企業の土地利用活動

の側面から土地所有を評価する面が強くなっ

ている。だが他方で、「資産として残る」(51.4

%)、「金融資産より有利」(19.9%、93年36.7

%よりは低下)といった志向も小さくはなく、

「借地が有利」とする中にも「土地は必ずし

も有利な資産でない」(50.9%)といったよう

に資産意識の側面を抜けてはいない。

地価下落の下で、企業も個人も土地投機的

な側面は弱まったものの、資産としての土地

所有にこだわる側面が大きく後退したともい

えない。

2)法の運用・土地行政の経験

①法の規定

民法は、土地の使用、収益、処分の絶対的

な自由を保証した(第206条「所有者ハ法令

ノ制限内二於テ自由二其所有物ノ使用、収益

及ヒ処分ヲ為ス権利ヲ有ス」)。そして戦後、

憲法では、「①財産権は、これを侵してはなら

ない。②財産権の内容は、公共の福祉に適合

するやうに、法律でこれを定める。③私有財

産は、正当な補償の下に、これを公共のため

に用ひることができる。」(第29条)とした。

そしてまた、憲法の基本原則に即して民法に

おいても、個人の尊厳と男女平等を基本に、

公共の福祉の遵守、信義に従った権利の行使

・義務の履行、権利の濫用の禁止を規定(追

加)した(民法第1条(基本原則)①私権

ハ、公共の福祉二連フ②権利ノ行使及ヒ義

務ノ履行ハ信義二従ヒ誠実二之ヲ為スコトヲ

要ス③権利ノ濫用ハ之ヲ許サス(1947年追

加)。第1条ノ2(解釈の基準)本法ハ個人ノ

尊厳ト両性ノ本質的平等トヲ旨トシテ解釈ス

ヘシ(同))。

戦後の憲法と民法の基本原則の下に、土地

所有権は市民の生活・生産を支える生存権的

な権利として行使されてきたはずであった。

だが、生存権的な土地所有権は開発促進、地

価高騰の下で収奪され、公共の福祉を名とし

た所有権の侵害といった問題をも生じさせて

いった。そうした局面では、商品所有権とし

ての土地所有権の行使の側面をも強めて、土

地所有権の絶対性もまた全面に押し出されて

くる。

②乱開発・地価高騰と行政対応

戦後の地価高騰の波動は、戦後復興期を除

けば、①1960年代-拠点大規模開発・大都市

周辺スプロール開発期、②70年代前半-日本

列島改造論に代表されたゴルフ場開発等列島

買占め期、③80年代末-巨大リゾート・多極

分散型開発期にそれぞれ異常高騰を経験した。

その時期におよそ対応しての土地行政は、
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①の時期は、都市計画法(68年)、農振法(69

年)等のゾーニング規制法としての対応、②

の時期は、国土利用計画法(74年)等の国土

全体の利用計画・規制といった行政対応をし

てきた。だが、地価の停滞・下降期に入ると

これら規制法は緩和へと向かう。土地に寄生

した、積極的な地価上昇をむしろ進める、右

肩上がりの経済運営を繰り返してきた。③の

時期には、一応は地価抑制策や土地の基本理

念に及ぶ土地基本法(89年)の制定といった

行政対応をみた。

土地基本法は、土地についての基本理念を

定めるとして、公共の福祉優先、適正な利用

及び計画に従った利用、投機取引の抑制を規

定した。だが、その後のバブル経済の崩壊、

10年以上にわたる長期の不況構造の中で、土

地基本法の理念に沿った土地政策の展開は後

退している。もっぱら規制緩和であり、土地

開発促進であり、土地・資産課税緩和である。

土地依存、土地投機の方向を是認し、さらに

は推進する土地政策の基本は変わっていない。

③住民意識の変化の可能性

だが、先に見た土地問題に関する意識調査

からも伺えるように、土地価格が狂乱から下

落、適正化に向かうだけでも土地所有に対す

る住民意識に変化が生じるのではないのか。

地価の右上がり現象が終息することによって、

土地所有権は、高地価を求めての投機の対象

としての所有権の行使としてではなくて、小

市民の生存権的土地所有の、その所有権の本

来的行使へと向かいうる。土地所有意識に変

化を与えうる可能性が、今こそあるのではな

いかと思う。

いずれは弾けるバブルを自ら仕掛けておい

て、それが潰れればあたかも被害者のように

振舞って公的支援や公的資金注入、規制緩和

を求める危機管理意識・自己規律意識欠如、

自己責任放棄の企業責任者、行政はそこに擦

り寄るのではなくて、将来を見据えた長期的

・安定的な土地政策、経済運営政策を如何に

確立するかを、今度こそ考えべきであろう。

(2)農地所有意識の変化

1)農地所有-家としての継続性・意識

既に見てきたように、農地の所有・非所有

をメルクマールとした農家概念として自作・

小作概念が伝統的に用いられてきた。農業・

農地統計上も農家分類の1つの指標としてい

た(自作、自作兼小作、小作兼自作、小作に

区分)(注2)。地主制の下に小作しているか、

自ら農地を所有して耕作しているか、農地所

有権の確保・獲得は、農民自身の生活と農村

社会でのその地位の重要な指標であった。

農地所有権は、農民の生存(権)を維持し、

安定させるための最も重要な要素であったし、

農地改革後も伝統的な家制度の残存と生産手

段=家産としての農地の次世代あとつぎへの

不分割的な相続が実態としても意識において

も継続されてきた。

近年、「あとつぎ一括相続」の割合は低下の
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傾向にあり、分割相続の動きも強まってはい

るが、今なお次世代の後継ぎへの一括相続が

主流をなしている。

土地持ち非農家や不在村非農家を別にすれ

ば、農業依存の割合を大きく低下させる中に

あっても、農家身分を維持する限りで農地の

不分割相続が主流として続くと見られる。

だが、永続的な農家と見なされてきている

農家であっても将来へ向かって「ぜひとも農

家として永続してほしい」との希望は4分の

1程度であるという(注3)。

また、先にふれたように(Ⅴの3)、認定農

業者等の先進的経営層では、必ずしも家を単

位としない(夫婦とも就農とは限らない)経

営の増加、そこでの経営者の自家の後継者へ

の承継に必ずしも固執しない経営承継志向の

下では、家の農地の一括承継といった側面も

また変化することとなろう。

さらに今後の新たな問題。我が国の出生率

が1.4人を割り込み、数年先に国全体として

人口自然減へと向かい、既に著しく進行して

いる農村での成年人口の希少化と超高齢化段

階では、1夫婦が親2世帯の面倒を見て、相

続も2世帯分を統合相続する(時として放棄

する)事態も珍しくなくなる(家の自然消

滅)。そこでは家としての農地の継続性や農地

相続の均分相続か、一括相続かといった次元

と全く異なった事態となる。そこではまた、

如何なる土地所有意識が形成されていくのか

といったことも視野に入れておかなければな

らない。

2)集落の規制・協動意識

水田農業が支配的である我が国の農村集落

は、水利秩序維持ともかかわって集落として

まとまった農家集団が、地域や農業の維持振

興に多くの役割を果たしてきた。地域自治の

末端組織でもあるし祭礼や地域文化の一つの

まとまりでもある。集落には、領土がある、

独自の行政を持つ等々といわれ、農地の貸借

や売買も集落を意識するし、集落の掟に従う

などとも聞く。土地改良施設、農道、水路等

の管理が水利組合など集落レベルで行われ、

集落を基礎とした生産調整や集落営農(極め

て幅が広く一筋縄ものではなく、安易に「集

落営農」などと使わないほうがよいが)も様

々に行政が利用している。集落の機能低下、

機能消滅がいわれ、他方で集落の相変わらず

の強固さが主張されたりもする。

ここではそうした問題に立ち入るつもりは

ないが、将来にわたって集落を基礎に地域資

源がうまく維持管理されるのかといった点だ

け見ておく。細かな説明は省くが、表－Ⅵ-

4の「土地改良施設、農道、用排水路等管理

の将来志向」(いくつかの調査を利用)を見て

欲しい。

集落レベルでの「地域・造成資源」の維持

管理や負担に対する各層の意識には相当に格

差が生じている。

(i)大規模経営層は、「各農家の協力で管理
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表Ⅵ-4土地改良施設・農道・用排水路管理の将来志向

(29.9%)」、「パイプ配管等で省力化(35.3

%)」、「少数大規模農家で管理(8.8％)」な

ど主として自らの負担や協動で対応しようと

している。

(ⅱ)土地持ち非農家(在村)は、「共同出役に

出る(40.8%)」、「耕作者に任せる(42.2

%)」に二分される。費用負担となると、「所

有面積に応じて(在・不在村とも20数%)」、

「耕作面積に応じて(同20数%)」とに分か

れる。他方で、「市町村が負担すべき」が不在

村農地所有者に特に強く出る(在村25.1%、

不在村38.2%)。「集落で平等負担」は特に不

在村者で低い(在村14.0%、不在村6.1%)。

(ⅲ)生活用排水路・生活道路・街灯等の管

理(高齢・兼業農家調査)では、「集落内住民

皆で(57.6%)」が多いものの、「市町村に任せ

る」が37.2%に達する。

集落での農道・水路等の農業関連施設、生
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活道路・水路等は、かつては集落住民の無償

の資材と労働の提供、共同作業によって維持

されてきたが、今日ではごく少数の専業的農

家が集落への期待・依存を示す対極に、兼業

農家、土地持ち非農家群の集落での無償の協

動や掟からの解放、集落を超えた公的管理主

体への依存が明確に示される。そうした状況

の進行にあっては、集落の皆の話し合い等で

農地の利用や所有(移動)の方向付けを期待

することは、取り敢えずの共同防衛的なもの

ならともかくも、将来的には一層困難となら

ざるを得ないであろう。

さらに、注意を要するのは、農村集落には

既に膨大な非農家群が定在しており、農家は

ごく少数派となっている地域も少なくないし、

混住化も激しく、農村集落内居住者の意識は

極めて多様であり、対立的ですらある。にも

かかわらず、このアンケートもそうだが、我

々はしばしば農家調査のみをもって農村集落

や農村社会を語っていないか。ここに農村集

落機能への過大評価がないか。

3)農地所有意識への対応

いずれにしても、家意識、農家としての継

続性、農地所有・相続意識、さらには集落の

規制や協動への従順の程度は今後ともさらに

変化するであろう。こうした農民の意識変化

の中で、農地法制の枠をはみ出すような農地

所有や農地取得の動きが外部から持ち込まれ

ることも充分に考えられる。それは、農民経

営の発展を阻害し、農民の農地所有権や利用

権の確保に少なからぬ影響を及ぼすことも起

こりうる。そうした事態を未然に防ぐような

枠組みの検討もまた求められる。

(注2)この農家分類上の自小作区分は、1975年

農業センサス時まで用いられていた。もち

ろん農家分類は、経営規模別や専兼別区分

(定義は変化している)等が用いられてい

ることは既知。なお、政策対象としては、

自立経営農家、中核農家といった農家単位、

さらには、農家を基礎としながらも、認定

農業者、効率的安定的経営などの農家の枠

を超えたものを想定する状況となっている。

(注3)日本農業研究所『農家永続の研究』(農

文協、1944年)によれば、1943,44年に実施

した「永続農家の調査」該当農家(内原の

中堅農民訓練に参加した農民の中から、当

時の「農家らしい農家」を選定した座談会

出席農家143戸)に対して50年後(1993年)

に追跡アンケート調査を実施(対象は確認

された130戸の現在の世帯主、回収107戸)。

世代数は、4代未満10,8%、5～9代49.5

%、10～19代32.8%。家族世帯の構成は、

3世代以上世帯68.2%、2世代世帯19.6%、

1世代世帯8.4%、単身世帯3.7%(多くは

直系3世代以上家族として残存、50年前は

90.2%)。経営規模1ha未満29.9%、1～2ha

35.5%、2～3ha23,4%、3ha以上IL2%。

農家としての永続希望は、「ぜひとも農家と
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して永続してほしい」26.1%、「なるべくな

ら農家として永続してほしい」47.7%、「農

家として永続しなくてもよい」25.1%、「離

農したほうがよい」1。1%。今後の農業経営

は、「現状維持」60.0%、「自給農園程度に縮

小」26.1%、「複合化、規模拡大」10.3%。

168～182ページ。

3.農地所有権のあるべき方向

(1)自作農的土地所有一質的変化への過

程

戦後の農地政策においては、本来的には創

設自作地のみならず農地一般にその土地所有

(権)に対して耕作の義務付け等一定の規制

があって然るべきであった。耕作放棄や高地

価での転用売却、将来の値上りを見込んでの

代替地取得等が容認されるべきではないはず

である。だが、そうしたことへの規制措置は

講じられることはなかった。もちろん、農地

所有権のみに義務付けが可能なのではなく、

土地全体に公的規制を如何にかけるのかとい

つた問題なのであり、戦後資本主義の自由な

経済活動の下で、土地所有(権)絶対を擁護

するが故に、本来的土地政策の追及が回避さ

れ続けたこと、そこが元凶であることは既知

である。

そうした中で、高度成長過程を通じて農地

の所有と利用の関係に変化が生じてきたが、

自作農的土地所有の構造がすでに崩れ去って

いるという状況ではない。借地率16%であり、

多くは自作地を基礎として、その上に借地を

プラスして経営が展開している段階といえる

だろう。

だが、そうした構造が今後相当変化するこ

とも想定しておく必要がある。

食料・農業・農村基本計画の目標が、時期

はともかくも達成されるような利用権設定状

況になれば、効率的安定的経営の借地率は4

割を超え、我が国の小作地率は、農地面積の

3分の1(明治維新・地租改正の頃の小作地

率に匹敵)に達する。多分、不在村小規模貸

付非農家も膨大な数にのぼる。多量の小作地

売買が実態として登場せざるをえなくなる。

今までのようなマイナーな話ではない。

「効率的安定的経営」が、経済的メリット

に基づいて借地を選好しているとすれば、ま

た、農業経営承継が、「家としての承継」に将

来必ずしも拘らないとすると、賃借人が小作

地を積極的に取得することにはならないかも

しれない。そこでは、小作地所有者から小作

地売却を農業者に限らず非農家にも認めよと

の要求が強くなることは充分にありうる。

農地を農業者や「元農家」内に留めおくこ

とが出来ず、農地所有意識も変化することに

なろう。いま、その過程に入り始めている。

この新たな農地所有構造、所有者意識にどう

対処していくのか、農地政策の重要な分かれ

道となる。
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(2)自作農主義と「耕作者主義」

1)自作農主義

自作農主義は、農地改革・農地法制定・70

年農地法改正前を貫く農地政策理念であり、

農地法第1条は、「この法律は、農地はその耕

作者みずからが所有することを最も適当であ

ると認めて、耕作者の農地の取得を促進し、

その権利を保護し、その他土地の農業上の利

用関係を調整し、もって耕作者の地位の安定

と農業生産力の増進とを図ることを目的とす

る」とした。この農地法の目的にしたがって、

法3条以下の各条文で、農地の権利移動制限、

農地の転用規制、小作地所有制限と国による

買収・売渡、農地賃貸借規制・小作料統制、

未墾地買収・売渡、等を規定した。とりわけ、

①小作地の小作人以外への譲渡禁止、②小作

地所有制限(不在村者の所有は全面禁止、在

村者は平均1町歩超の所有禁止)、③不耕作目

的での農地取得の禁止によって、非農業者の

農地所有を押さえ込み、それのみならず、④

保有限度内の小作地についても行政が積極的

に解消を推進した(小作人が所有権取得)。

農地法は、法の目的で耕作者の地位の安定

をいっているが、それは単に耕作者に対して

耕作する権利一般を擁護するということでは

なかった。自ら耕作する者が農地を取得・所

有することを促進・擁護する(労働、経営、

所有の三位一体の経営を擁護)、小作地を減ら

す農地行政、これが法制定時の農地法の目的

=自作農主義であり、農地法の理念・真髄で

あったし、自作農主義は行政がいわば公的に

も明示して推進してきた農地政策であった

(注4)。

2)自作農主義からの転換と「耕作者主

義」

62年の農地法改正で、農業生産法人制度を

創設した農地行政は、自作農主義からズレ始

めていた。この農業生産法人制度の創設は、

自作農主義がズレたにとどまらず、その後の

株式会社形態の農業生産法人・農地取得に道

を開く契機となったことは、その後の経過が

示す。70年農地法改正では、法の目的に「土

地の農業上の効率的な利用を図るため」を追

加したうえで、農地賃貸借規制の大幅緩和等

によって自作農主義から農地賃貸借を容認す

る政策へと明らかに転換された(注5)。

自作農主義からの転換後の農地行政を「耕

作者主義」の農地行政だとのいい方もされ、

農地法の自作農主義を単に「耕作者主義」と

言い換えたりされてもいる(注6)。そして、

この「農地法の耕作者主義」をいう場合の多

くは、農民の農地所有と利用を前提にしてい

るように思われる。

「耕作者主義」を一般的に理解した場合、

①耕作者の耕作する権利の擁護、②耕作者の

耕作する権利確保の一形態としての耕作者の

農地所有権の擁護、ということであろう。こ

こで、①の場合に、農地は農民の所有が必然

であるとは当然にはいえない。②の場合、個
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人の農地所有が当然の前提であるとはいえな

い。すなわち、「耕作者主義」からは農民の経

営と農民の農地所有が当然に前提であるとか、

①と②の条件が同時に満たされなければなら

ないと単純には結論づけられない。それには、

③「耕作者」の「者」とは誰を指すのか(個

人なのか、そうでないのか)、という重要な問

題とともに、所有と経営の関係がからむ。

農地改革後の農地法制は、②を個人(自作

農)に限定して強固に擁護することで=自作

農主義の法構成で、①と③をクリアーした。

だが、自作農主義を変更した70年農地法改正

以降の農地法制は、農用地利用増進事業の創

設、農用地利用増進法の制定、農業経営基盤

強化促進法の制定、農地法のさらなる改正へ

と展開した。(ア)小作地所有は事実上無制限

に可能、(イ)小作地の第3者取得が可能(通達

で農地取得要件を満たす者に限定している

が)、(ウ)貸付のための農地取得が可能(農業

生産法人の構成員と制限つきであるが)、(ロ)

農業生産法人への株式会社の参入の容認へと

進んだのである。

法人(株式会社農業生産法人)の農地取得・

利用の問題をとりあえず別においても、農地

行政が自作農主義から転換した時から、農民

による農地の所有と経営が基本であるとはい

えない(むしろ、所有と経営の分離が促進さ

れる)。今のところ、この「農民による農地の

所有と経営」がそれほどの矛盾なく説明でき

そうに見えるが、事態の推移は、「農地法の耕

作者主義」をいっても、非農業者の土地所有

を当然に前提にせざるをえない状況へと向か

う。それをどう考えるのかといった問題が絡

む。

非農業者の農地所有はすでに相当量に達し

ており、構造政策・農地流動化の推進によっ

て、今後も増えつづけて膨大な非農家の土地

所有量になる。そこでは非農家間の売買要求

も強まる恐れが充分にある。それにどう対処

していくのか。「農地法の耕作者主義」を主張

し、「農地法の耕作者主義」が基本だといって

も対処できない問題である(自作農主義に戻

らない限り)。そうした新たな問題としての非

農家の農地所有（権)を如何なるものとして扱

うのか、容認しないのか、あるいは容認して

いくのか、それはどのような内容としてか、

といった問題に切り込み、その方向を打ち出

す必要があるのではないか。それはひいては

農地所有権さらには全土地に及んでの土地所

有(権）、土地所有意識の変革に繋がるかたち

で。

(3)農地所有権のあるべき方向

1)若干の焦点

問題の焦点は、(a)「効率的安定的経営」に

代表されるような借地を多く抱える経営の農

地利用権の安定とその経営を壊すことなく如

何に安定的に承継する仕組みをどう構築する

のか(利用権安定化・経営承継システム)、(b)、

(a)の条件を満足させるための農地所有権はど
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うあるべきか(農地所有権のあり方)、である。

もちろん、賃貸借促進が強力に展開されて

も、我が国の農地が借地で覆いつくされるこ

とはまずあり得ないであろう。戦前期の地主

制の下でも小作地率5割弱、借地の展開が言

われるヨーロッパでも4～5割程度、それを

超えるような事態は多分想定されないであろ

う。当面は、借地依存型経営、自作地・借地

上乗せ経営、自作地拡大経営、零細自作等が

混在、他方で進む非農業者の農地所有の拡大

・拡散。そうした純化されない農地の所有・

利用の構造、そこでの新しい流れ・主たる流

れを見極めた次なる農地政策の検討が求めら

れる。

2)農地所有権の方向

①利用権安定化・経営承継システムの方

向

A農地利用権の安定化システム-その

基本は、借地経営者の用益権が如何に安定的

に、適正に確保されうるかということであり、

別稿で指摘もしてきた(注7).それは同時に、

貸付地所有者にとっても、農地が生産手段と

して有効に利用されることを前提に、同意可

能なものでなければならない。かつての「耕

作権」強化といったことではないし、「賃借権

の物権化」といった道をたどることでもない。

考慮すべき項目を列挙しておく。(ア)借地経

営者の経営資本の投下と回収を可能とする適

正な賃貸借期間の確保、(イ)適正な労賃水準

と生産費が保証された上での適正な地代水準

の形成、(ウ)借地経営者の耕作自由の保証と

他方で借地経営者への良好管理の義務付け、

(エ)借地経営者の改良投資の自由と有益費償

還補償、(わ「雑作補償」の禁止、(カ)借地経

営者間の賃借権交換等の自由度の拡大、(キ)

自らは耕作できない農地所有者の利用提供の

義務づけ。

B安定的経営承継システム形成さ

れた「農業経営単位」が、次期の農業参入者

(「いえ」の後継者とは限らない)に、経営

単位を分割することなく安定的に承継される

システムを如何に構築するかである(ここで

は、株式会社云々等の法人化問題は検討の枠

外)。農家の分割相続が進み、賃貸人の不在村

化・相続による貸付地の分散所有化が進む中

にあっては、従来の農地相続問題とともに、

借地の上に形成された経営単位が所有権の変

動に左右されないで承継・維持できるシステ

ムの構築が必要である。これらの検討に際し

ては、単に農地の分割相続対策のみならず、

農地利用権の安定化、農地が農地として維持

可能なための転用規制、地価対策、小作地等

も含めた農場資産の適正な評価、税制等多様

な問題を含み、それは農地所有(権)のあり

方と密接に絡む問題である。

②農地所有権のあり方

2つの側面がある。(i)農民(耕作者)

の所有農地を農業生産の場に遺憾なく動員で
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きる生存権的な農地所有権としての擁護(農

民の農地所有権)。(ⅱ)他方で、現状のまま

では増え続ける貸付地所有者(在村、不在村

の非農業者が太宗)の農地所有権への対処

(非農業者の農地所有)。

(ⅰ)農民の農地所有権-それを擁護す

るための農地の農外流出規制(転用規制)、地

価対策(農業収益を基準として形成される地

代と地価の確保)、税制等の対策である。同時

に、農民自らも、商品所有としての土地所有

から脱却することが基本。

(ⅱ)非農業者の農地所有一今後、小作

地が大幅に増加したとき、非農業者の農地所

有の拡大とともに小作地売却の絶対量は当然

に増大する。この小作地取得者を「農業者資

格を有する者」にどう限定しうるか。「農業者

資格を有する者」の小作地取得が進まなけれ

ば、小作地解約、農業者紛いの者への売却な

どによって、築き上げた農地賃貸借そのもの

を崩していくことになりかねない。考えられ

る対応策は、

(a)非農業者の小作地取得に条件をつけな

がらも道を開く→財界からの要求が当然

に強まる。ひいては農地取得・所有の自由化

に繋がりかねない。単なる一般化では日本農

業の後退につながる。

(b)自作農の土地所有に再編し直して小作

地を解消→この選択は70年以降の農地行

政の否定、50年前への回帰であり、今日の農

地行政の選択としてはあり得ない。

こうした事態をどう考えていくのか。

(c)農地保有合理化法人等公的機関の農地

取得機能の強化→土地ファンドの形成と

その農地の担い手への長期貸付システムの強

化。財源の問題の解決も含めて、積極的な対

応が期待される。農地公有化(国有化)に対

する批判などをどう考えていくかといった問

題への対応が同時に必要である。

(6)徹底した土地利用規制、転用規制、地

価規制等を通じて農地所有権の商品的所有権

の根を断ち切って、農地賃貸借の長期安定化、

小作料の適正化等を通じて、貸付地として農

業生産に安定的に動員される仕組みの構築→

商品所有権としての土地所有権に対する強固

な規制につながる。

(c)、(d)いずれの場合も、市民の土地

(所有)意識の変革なくしては進み得ない。

戦後農地改革を経て形成された自作農的土地

所有は、独立自営農として展開しないままに

変容し、多量の没落の中に借地拡大による上

層的経営を生みつつあるが、今のままの国土

・経済運営の中では土地所有(権)に足下を

掬われるかもしれない。こうした問題への新

たな対応・検討が必要である(注8)。

③都市的土地利用との連携的解決の要請

農地所有・農地利用のあり方は、ひとり農

地の世界での問題ではなくて、国土の利用の

あり方、都市の土地利用のあり方、土地所有

(権)全体のあり方と深くかかわる問題であ
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る。ここで、そうした問題を全面的に取り上

げる余裕はないが、若干ふれておきたい。

21世紀の我が国経済社会は、混沌、混迷、

不透明の中を推移しなければならない。国際

的な状況はとりあえず別にしても、人口の自

然減・超高齢化、食料、エネルギー、環境問

題等を抱えている。そのうえ、政治倫理のみ

ならず経済倫理、企業倫理、危機管理意識、

自己規律理念等あらゆる領域で、かつ、各分

野のトップリーダーにおいて全面的欠如であ

り、前世紀の負の遺産を引きずったまま推移

している。そうした中で、再び土地に寄生し

た、地価高騰を促進するよう経済再生策が執

られようともしている。

しかし、今や高成長を期待する段階でもな

いし、我が国政治経済社会も、国家の自立、

人間の安全保障、人間性の回復、安定的持続

的地域社会形成、環境破壊からの開放等の視

点での運営が求められる。国富の大部分を無

価値な土地資産で占めるような経済構造は極

めて崎形であり、地価の右肩上がり的な経済

運営からの脱却が求められる。商品所有とし

ての土地所有から生存権的な土地所有に転換

していくことが都市の土地利用でも求められ

ることである。農業・農村・農地は、戦後50

余年、農外からの攻勢の中で防衛的、被害者

的立場で推移し、都市と農村の対立構造の関

係を主軸に検討されてきた。だが、21世紀は

農村と都市が相互に欠陥を是正・補填して、

両者が連携する方向で解決する道を探り、土

地の所有・利用をめぐる意識も連携的に改革

する必要がある。今日、都市サイドでも極め

て多量の研究蓄積がある(注9)。相互の交流

と連携のもとでの土地問題解決への取り組み

が求められる。

(注4)自作農主義については、1952年農地法制

定時の国会審議の中で、「望ましい中堅自作

農の育成」を「中堅自作農主義」として議

論されている。農林省は、農地法が自作農

主義に立脚したものであることを表明して

いたのであり、「耕作者主義」一般ではなか

った。自作農の育成、それこそが最重要で

あり、自作農主義だという所以である。

70年農地法改正時の国会議論での法改正

をめぐって政府の国会答弁では、この自作

農主義を変更するものでないと繰り返し述

べている(実態としては自作農主義を変更

していくのであるが)。(農地法制定時議論

は、農地改革資料編纂委員会『農地改革資

料集成』第12巻(農政調査会、1980年)、70

年農地法改正議論は、農地制度資料編纂委

員会『戦後農地制度資料』第6巻(農政調

査会、1985年)。

(注5)自作農主義からの転換に関しては、農

水省資料では、①1975年農振法改正(農用地

利用増進事業の創設)時は、「利用権の促進と

農地法第1条の『農地は耕作者自らが所有

することを最も適当とする』という建前と

の関係については、この制度を設けること
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によって農地法第1条の建前を放棄したわ

けではな」いとの見解、すなわち、自作農

主義の建前をなお維持するいうことであっ

た(農地制度資料編さん委員会『新農地制

度資料』、農政調査会、1990年、716～717

ページ)。

②75年農用地利用増進法制定時になると、

農水省の見解は、後追い的であるがかなり

修正されている。すなわち、「昭和45年の農

地法改正においては、法律の目的を改正し

て自作農主義に対比する理念として土地の

農業上の効率的な利用を図ることが加えら

れ、規模が大きく効率的な経営経営によっ

て農地が効率的に利用されるため、借地を

含めて農地の流動化を促進する観点から必

要な改正が相当大幅に行われた。この結果、

なお自作農主義に基づく規制は残るものの、

その除外例等内容が緩和されたもの、自作

農主義からというよりも、経営規模の拡大、

農地の効率的利用等農業を守るためには存

続の必要性が大きいもの等へその内容が移

り、自作農主義の色彩がうすらいだといえ

る」とし、さらに、「昭和50年農振法改正に

よって創設された農用地利用増進事業によ

って、利用権が設定された小作地は小作地

所有制限の対象外としたことにより、農業

者間の貸借にっき在村保有限度を超える小

作地所有が可能となり自作農主義はさらに

緩和されたといえよう」と変化している

(農地制度資料編さん委員会『新農地制度

資料』第7巻、農政調査会、1995年)。

(注6)「耕作者主義」をめぐっては、例えば、

農業法学会におけるいくつかの議論(日本農

業法学会『農業法研究33』、農山漁村文化

協会、1998年)、鈴木龍也「農業生産法人改

革と『耕作者主義』(甲斐道太郎・見上崇

洋編『新農基法と21世紀の農地・農村』、

法律文化社、2000年)。

(注7)前出、拙稿『現代農地賃貸借論』、終

章。

(注8)こうした問題に関連して、田代洋一氏

は、今日の農業経営、農地所有を、「実態的

にも制度的にも、自作地プラス小作地の自

小作経営、その反面としての(元)農家に

よる貸付地所有が展開する」状況としてお

り、そのうえで、戦後の(自作農の)農地所

有権に焦点を当ててであるが、「農業生産手

段所有権としての農地所有権をいかにして

取り戻していくかである。その基本方向は、

第1に、『自ら耕作するものの農地所有権

を』根底にすえつつ、第2に、そこでの

『いえ』内部における世帯員間の権利関係

を明確にし、『いえ』と『いえ』的所有の

内部変革を図り、第3に、その一環として

均分相続が避けがたくなるなかで、にもか

かわらず分割農地が安易に農外に出ること

のないよう土地利用規制(区域区分、農地

取得制限、転用規制、地価規制)を強め、

かっ第4に、農業経営としての一括承継・

発展が確保されるような新たな仕組みを強
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化していくことである」としている(田代

洋－『農地政策と地域』、日本経済評論社、

1993年、305ページ以下を参照)。

なお、農地所有(権)のあり方に関して

は、集団的自作農制(磯辺俊彦氏)や全人

類的土地所有(保志悔氏)といった理論展

開も見られる。これらにかかわるごく最近

の論稿としては、磯辺俊彦『共の思想』

(日本経済評論社、2000年)、保志拘『現代

農業問題論究』(御茶の水書房、2000年)。

(注9)ごく最近の研究成果としては、吉田克己

「土地所有権の日本的特質」、原田純孝「都

市計画制度の改正と日本都市法のゆくえ」

など多数の研究者の組織的研究結果として

とりまとめられたものとして、原田純孝編

『日本の都市法』Ⅰ、Ⅱ(東京大学出版会、

2001年)。
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おわりに

戦後農地改革によって創設された自作農的

土地所有は、賃貸借推進の中で、根底におい

てその構造を残しつつも変容の過程にある。

今後、離農農家・零細農家の貸付増加と借地

に依存する大規模経営の形成がどの程度まで

進展するのか、あるいは停滞するのか、ある

いは全く別の道を歩むのか。また、新たな段

階での土地所有を如何なるものと規定しうる

のか(如何なる土地所有を生むことが出来る

のか)、これも過去の世界史の経験に照らしな

がらも、歴史の経過の中で新たな理論構築が

求められる課題かもしれない。新たな芽だけ

を追いまわすことも、今までとは異なった動

きから頑なに目をそらすことも、政策の現実

的対応を誤らせる恐れがある。

かつて農地問題研究には、法律、経済分野

をはじめ多くの研究者がかかわり、戦前期の

地主制や農地改革の評価、農地改革後の土地

所有の性格規定や農業改革の方向等に関して

膨大な成果を世に問うてきたという歴史があ

った。だが政治社会経済の推移とともに、研

究の領域と関心が拡散して、今日では農地問

題研究を担っている者はその数がごく少数で

あるうえに、多くは60歳のK点近くにいるか、

かなり先までいってしまった人々である。日

本農業・農村を先取するような超高齢過疎な

のである。

今日、若い研究者が、研究的興味の分散化

や業績稼ぎに追われる中で、極めて地味な農

地問題研究分野へ新規参入することはなかな

か困難なようである。だが、土地は人類生存

の基盤であり、その所有と利用の公正・公平

を欠けば人類破滅の道へと進みかねない。こ

の分野への新規参入を呼びかけながら、現有

勢力が都市土地問題研究者とも連携して、21

世紀の我が国の土地所有・利用のあり方等を

提起していくことが望まれる。

やや蛇足的であるが、………政策は国やそ

れにかかわる学者研究者に任せておけばよい

といつた時代は過ぎ去った。農地行政の第一

線で活躍されている公社役職員の方々などが、

農村現場での諸現象を、情熱を持ってかつ冷

静に歴史の経過とも照らし合わせながら分析

し、政策を練り上げ実行していくことがいま

求められているのではなかろうか。そこでは、

まず事業・制度ありきではなく、まず現場あ

りきであろう。それぞれの地域の特性を生か

して地域の農林業や地域社会をどう安定的に

再生していくのか、そのためには農地制度や

農地行政がどうあるべきなのか、さらには他

分野での政策がどうあるべきか、変革の論理

なり政策論理が貫かれた検討とその実行を期

待したい。
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(補)我が国の農地制度・農地政策略年史


