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1.はじめに

今後の農地の流動化は単に「量」を増やす

だけでなく、有効利用を意識した計画的流動

化が必要だと考えられる。いわば、流動化の

「質」「内容」が問われる時代である。それは、

一定地域内の団地化した農地を一定の担い手

に集積されることに端的に示される。しかし

ながら、農地貸借を自発的な取引に任せてお

くと、狭い範囲の少数の取引相手の信頼関係

に基づいた取引しか行われず、量的にも、質

的にも望ましい農地貸借の結果は得られない。

現実の多く、の農村では、農地流動化推進委員

が農地の掘りおこしをおこなっているとはい

うものの、適切な相手を見いだせないままで

いるといえよう。相対で貸借が結べた事例は、

近くに地縁、血縁の信頼できる相手いるケー

スと理解される。

ところで、生源寺は農地の特質として、圃

場までの通作距離の問題としての「場所的不

動性」と集団化されている農地と細分化され

ている農地との作業効率の差としての「集団

化の経済」を指摘している[1]。

また、農地用役市場に関して「ここで問題

としている市場が、多数の供給主体と多数の

需要主体が財の交換をめぐって出会う場とし

てではなく、むしろ、少数の関係者による取

引の場として想定されていることである。売

り手1対買い手1、または売り手1対買い手

少数取引ないし交渉の場をイメージすること

が、日本の農地市場の実態にマッチしている

のである。したがって、市場というタームの

含意は、むしろそれぞれの取引が自発的に、

かつ、他の取引から影響を受けない独立の行

為として行われる点の強調にある」と指摘し

ている[2]。これは極めて重要な指摘であり、

オープンな市場が形成されているとはいいが

たいという指摘は以前に筆者も行った[3]。し

たがって、集計された農地需要曲線・供給曲

線を描いた考察は、日本の農地取引において

適応可能性は低いと言えよう[4]。

以下では、まず、水田稲作の持つ農家行動

の意味を考察したうえで、農地取引の経済的

条件を考察し、情報の経済学、取引費用論の

アプローチにより農地取引の特質を踏まえた

上で、農地用役市場を大きく3つのタイプに

分けて考察し、農地流動化の推進方向につい

て分析する。

2.農地貸借の経済的条件の吟味

一般に、農地貸借の経済的成立条件

借り手の余剰≧貸し手の稲作部門所得

と示されるが、速水[5]は家族労働の限界不効
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用がゼロすなわち余暇に対する選好がゼロと

いうのは考えがたいとして、

借り手の余剰≧貸し手の稲作部門所得－家族

労働の不効用

という式を提示している。つまり、貸し手が

土地を貸し出して得られる地代が、例え自家

農業から得られる所得を下回っても、労働が

軽減されることから得られる効用の増加が農

業所得と地代との差を上回るならば、自家農

業をやめ、土地を貸し出すため、右辺第2項

だけ、借地農形成は成立しやすくなるとして

いる。ここでのポイントは、零細農家・兼業

農家等の稲作が純粋に労働として意識されて

いるかどうかという点である。

この点について、頼[6]は、農家経済の特異な

経済活動として、「農家は家族の生活用役を、

まず家計経済部面では、家事および純消費行

為として消費する。家事は純消費のための準

備的・手段的行為であって、かならずしも家

族自身が従事しなくても、他人によって代替

することができるが、純消費行為は家族自身

が実行しなければ、効用を享受することがで

きない。その意味で、〈目的在内的行為〉で

ある。したがって純消費行為はその限界効用

が正であるが、家事行為は初め正の効用を伴

っていても、やがてその限界効用が負になり

がちな、いわば純消費的性格と労働的性格と

を兼ね備えているものと見て良い。」と述べて

いる。

稲作労働をこのような家事行為ないし家族

行事としてみると、農家における位置づけが

明瞭になる。すなわち、自給部分ないし血縁

者への譲渡程度の耕作規模であれば、それは、

家事行為ないし家族行事として意識される。

しかし、耕作規模が拡大して、家族行事的な

臨界点を越えると稲作作業の限界効用は負と

なり、労働としての性格を帯びるのである。

休日や仕事の後の時間を利用した家族労働に

別居家族、親戚までも含んだ自作農の稲作行

為は、労働と言うよりもむしろ先祖代々続い

てきた「家族行事」として位置づけられ、労

働に対する苦痛ないし対価を求めるというよ

りも作業や生産行為自体が効用を生み出して

いるといえよう。したがって、兼業農家が主

として農外部門の収入から農業機械を購入し

て田植え、稲刈りをおこなうのは、ある意味

で合理的であり、それ自体消費財的性格を有

している。それらの農家は「自家飯米だけは

自ら作る」「先祖代々行ってきたから」という

規範意識が働き、稲作＝コメ作りにこだわっ

ており、これは水田の他の作物や畑地では見

られない現象である。筆者の畑地帯における

調査では、農家労働力が脆弱化すると、畑は

水田以上のスピードで急速に流動化するとい

うことが明らかである[7][8]。これなどはコメ

というこだわりの作物、文化を持った作物が

ないことを反映しており、地域農業の形態も

重要な規定要因であろうと考えられる。

このようにみると、農地流動とりわけ水田

流動化の経済的条件は従来考えられていたよ
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りも成立しにくく、農地流動は容易に進まな

いという点を指摘をした。そして、これは農

村地帯の経済的立地条件(純農村地帯である

か否か、安定した高賃金の兼業機会の多い地

域か否かという立地条件)に左右されており、

その裏腹の関係として余暇の機会とも関係し

てくる。また、その地域の共同体としての機

能もこの家族行事を存立させるか否かの要因

となる。つまり、地縁的な信頼関係が存在す

るかどうかという問題である。

以上の要因、共同体のムラ的機能、賃金水

準、余暇の機会これらが複雑に絡み合って流

動化に影響してくる。賃金水準が高く、余暇

が豊富でムラ的機能が弱いところでは、稲作

自作の規範意識が弱くなり、流動化が進展す

る条件が整っているといえよう。もちろん、

この稲作家族行事説は、今後の世代交代がも

っとも重要な要因であるとも考えられる。一

世代進むとコメ作りに関する規範意識はかな

り低下して、自らのコメ作りにこだわる農家

は少なくなって、流動化にとってはプラスに

作用するであろう。

3.原始的農地市場の形成

1)農地用役市場における情報の不完全性

と信頼関係

農地用役市場が1対1ないし少数対少数の

個別相対取引が原点であることは言うまでも

ない。それが供給サイド、需要サイドの自発

的な意志で取引される限り、市場取引という

ことばを使って良いであろう。その意味では

生源寺の論は適切であるといえる。

理想的な市場取引形態であるといわれる完

全競争市場の前提条件(①生産物の同質条件、

②多数の売買参加者(個々の取引量は全体に

比べて十分に小さい)、③売買参加者は市場価

格や財について完全な情報を持っている。)を

農地用役市場が満たしていないことは今や自

明のようである。とりわけ情報の不完全性に

ついては、著しい制約がある。農地の貸し手

が、農地の借り手を無差別に知り得ることは

現状では不可能であり、借り手がどのような

農地を欲しているかも知り得ない。また、借

り手もどこにどのような農地の貸し手がいる

かを知ることはできない。

ところで、アカロフは、情報の非対称性が

支配的な環境のもとで、経済取引がスムーズ

に遂行されていくには、「誠実」であるという

評判を得た商人の存在が重要であることを指

摘している。そして、コミュナル(つまり非

市場的)な結びつきがある範囲内では、その

範囲に属する商人は、「誠実」であるとする評

価を受けやすい点にも言及している。このコ

ミュナルな結びつきの代表が、親族関係であ

ることはいうまでもない[9]。アカロフは、情

報の非対称性が色濃く存在している経済環境

のもとでは、親族関係のようにそれ自体は非

経済的・経済外的要が非常に重要な経済的機

能を果たしうることを指摘しているわけであ

る。つまり、農地取引の原型である1対1な
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いし数人の取引は、相互に信頼関係のある親

族や集落内の極めて親しい知人同士で行われ

る場合が多い。これはいくつもの調査や実証

研究で明らかにされている 2)。これら相互の

信頼関係で成り立つ取引を原始的市場と呼ぼ

う。

2)個人の信頼関係に基づいた農地取引

このような土地取引の基本は、農地の持つ

二面的性格すなわち生産要素としての性格と

資産、家産としての性格を考慮することによ

ってより明確にすることができる。我が国の

農地所有意識が単に生産要素としてのそれで

はなく、代々継承してきた資産、家産として

の意識が極めて強いために、市場にまかせた

農地の取引は相互の「信頼関係」が最も重要で

あり、貸借人相互の信頼関係に基づいた個別

相対の貸借がほとんどである。それは極めて

狭い範囲での農地の需給を反映したものとな

っており、到底ある地域の農地の需給事情を

反映した農地用役市場であるとはいいがたい。

他の財と異なり、だれが利用するかというこ

とが極めて重要な供給要因となっている 3)。

もちろん、信頼できる相手を町内一円や集

落内外で広範に探して貸し付けることも可能

である。しかし、それには莫大なコスト＝機

会費用がかかるのである。つまり、信頼でき

る相手を探すための情報収集の為のコスト、

その相手を実際に探す探索コスト、そしてそ

れらに条件を提示し、相手を選ぶためのコス

トなどがある。これはいわゆる取引費用と呼

ばれるものである[1]。現実はそれらのコスト

が莫大なためにほとんどそれらのコストをか

けずに農地取引を行っていると考えられる。

多くの農村では、農地流動化推進委員が農地

流動化のための堀りおこしをおこなっている

とはいうものの、それらがこの取引費用を賄

っているのは希であり、多くは個別相対農家

が自ら支払って貸借を結んでいるか、ほとん

どは適切な相手を見いだせないままでいると

いえよう。相対で貸借が結べた事例は、近く

に地縁、血縁の信頼できる相手がおり、取引

費用が著しく少なく済んだケースと理解され

る。

しかし、その取引費用は、取引に係わる相

手の信頼関係が高いほど低減すると考えられ

る。経済外的・非経済的関係に基づく信頼関

係があるから、農地取引を行っている借り

手・貸し手間では、相互に機会主義的行動の

発現が抑えられていると考えられる。より積

極的にいえば、経済外的関係に基づく人間関

係は、その関係に結ばれた個人間での機会主

義の発現を抑えることを意図して、形成され

るものではない以上、この機会主義の発現が

抑えられていることは、あくまで経済外的関

係の結果的機能に過ぎないはずである。

このように考えると、農地の信頼関係に基

づく取引は取引費用を低減し、情報の不確実

性を抑制するために、慣行的に行われてきた

取引形態といえる。そして、このような取引

 

36



はしばしば信頼関係に基づく継続的取引とな

る。継続的取引は、取引が何度も繰り返され、

或いは長期化する点に特徴がある。そして、

これら継続的取引には、情報費用の節約、暗

黙的な契約というメリットがある。

ところが、このような個人的な信頼関係に

基づいた農地取引は、取引費用をなるべく少

なくすることを考慮しているため、農地の有

効利用という視点からは必ずしも望ましいも

のとはなっていない。したがって、農地所有

者の行動としては信頼関係に基づいた最適な

行動をとっていても、「場所的不動性」や「集

団化の経済」という農地の特質を払拭する有

効利用には結びつかないという結果をもたら

す 4)。そして、食料・農業・農村基本法が望ま

しいと位置づける「効率的・安定的な農業経営

体」への農地集積という構造政策の視点から

必ずしも望ましい取引であるとはいえない。

すなわち、高齢農業者やサラリーマン農業者

から認定農業者等への取引が行われる保証は

ないのである。むしろ、親戚等の関係により

取引がなされた場合、高齢農業者から高齢農

業者への取引やサラリーマン農業者から高齢

農業者への取引といった構造政策上望ましく

ない取引が起こることもありうる。認定農業

者が地域内の農地情報に乏しく、農地取引市

場が非対称情報下にあるために、認定農業者

が取引から締め出される「逆選択(adverse

selection)」が起こりうるのである。このよ

うな意味で、個別相対市場を放置しておくと、

構造政策上望ましくない状態に陥るといえよ

う。

4.地縁的市場の形成

1)市場的取引と組織的取引

ところで、稲本は原始的取引における農地

分散利用問題に対して次のような指摘をして

いる。「わが国の個別大規模経営は、その成

立・発展の過程で、個々の農家との「相対取

引」によって水田の集積を行ってきているが、

その結果として、水田の集積が遅いこと、集

積される水田が場所的に分散しがちであるこ

と、それによって規模拡大による効率化が制

約されがちである。……他方、このような個々

の農家との「相対取引」による非効率を軽減

して、より早く、かつ、大面積の団地的集積

を意図して集落営農の有効性が指摘され、多

くの取り組み事例が展開されてきた。集落営

農は、集落に連担的、団地的に存在する水田

の利用調整を集落のもつ生活面、農業面の「調

整機能」によって利用調整し、水田の団地的

利用を可能にするものである。集落営農の持

つこの水田の利用調整機能は、個々の農家と

の「相対取引」による水田の利用調整機能、

すなわち、市場メカニズムによる利用調整機

能に比較してはるかに優れたものである」[10]。

つまり、稲本は、信頼関係に基づいた市場

メカニズム＝原始的市場に対して組織的取引

である集落営農を対置している。すなわち、

農地取引に市場的取引と組織的取引の側面を
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取り入れ、後者の優位性を主張しているので

ある。

しかし、ここで注意すべきは、稲本が集落

営農を2つのタイプ、すなわち(1)営農型集落

営農＝当該集落の農家が参加する集団経営と

いう営農主体の存在と(2)利用調整型集落営

農＝当該集落の農家の参加を前提にせず、集

落外に営農主体を求める方向に分けて考察し

ていることである。すべての集落が営農型集

落営農をとることは不可能であり、したがっ

て、利用調整型集落営農と大規模経営とを結

合させるシステムを確立することは重要であ

ると指摘している。

このような利用調整型集落営農の定義はと

もかく、利用調整という意味は極めて重要で

あり、個々相対の信頼関係ではなく、集落内

の共同体としての信頼関係に基づいた調整機

能を利用した市場取引の形態が存在する。こ

れをここで地縁的市場と呼んでおこう。この

点については、生源寺も農地の売買や賃貸借

といった取引関係には、市場的側面と組織的

側面の2つの側面があるとして、地域の集団

的な意志のもとにアレンジする調整機能が集

落レベルで働いていたことを指摘し、この点

をもって農地取引の組織的側面と呼ぶことが

できると主張している[2]。

2)地縁組織的利用調整

個人間の信頼関係が集落内の道徳的規範ま

でに高められれば、その社会における取引費

用は大幅に節減されるだろう。取引費用とは、

取引契約に当たっての交渉と契約履行に関す

る費用である。農地貸借の場面において、交

渉過程と契約履行過程を想像した場合、いわ

ゆる「ヤミ小作」は個人間の信頼関係に基づ

いたもので、取引費用は小さいものと思われ

る。それをわざわざ制度に乗せた形で、つま

り利用権を設定して明文化するのは、取引費

用が高くなるのである。集落の多様な側面に

おいて、長期的に相互依存関係が深まれば、

これら取引費用が節減される可能性を持つ。

このような、共同体的な関係を通じて形成

される相互信頼は、主として共同体の成員に

とってのみ有用な社会資本である。アローは、

これを「信頼財」と称しており、共同体内の

限定された人々の間で便益を与える「地域的

公共財」の一種と見なしている。

農家が信頼関係を基礎に農地の貸借を考慮し

ているとすると、信頼のベースが集落や数集

落の地縁で確立されれば、その範囲内での取

引費用は少なくなると考えられる。もちろん、

そこには当該地域内に適切な担い手(借り手)

と貸し手がいることが条件である。そのよう

な条件が成立していれば、いわゆる集落内で

の利用調整や農場的利用がスムーズに形成さ

れ、誰の土地が誰に利用されているかも明確

なうちに農地の流動化は著しく進展する。多

くの集落営農と言われるものは、このような

結果であると解釈できる。

そこでは多くの場合、統一的な地代が形成
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される。すなわち、市場価格を決めた上で、

取引量を決定するという形がとられる。そし

て、集落の話し合いという市場の場を設ける

ことによって個々の土地用役取引が決定され

るのである。

そして、このような地縁的農用地利用調整

や集落営農がスムーズに機能している集落で

は、集落に存在する伝統的な行事、祭事、宗

教などが農家・非農家関係なく集落の行事と

して綿々と続いていることが共通している。

宮崎県北郷町内之田集落は、集落の共同体

としての基盤が強く、「相互扶助的」関係と貸

借の「経済的」条件を満たすことで、圃場整

備後、集落内の農地流動化を進めて構造改善

と施設園芸を主体とする担い手への農地集積

を進めた事例である[11]。貸借の経済的条件

とは、先に述べた流動化の条件式であるが、

施設園芸農家が殆どを占める借り手の地代負

担力の高さと、労働市場に恵まれているため

兼業農家が多く、農家の自作意識が薄れつつ

あったことを指摘できる。そして、明治期か

ら続く「大王講」が稲収穫時の祭りごととし

て全世帯が参加して脈々と受け継がれている

という集落共同体のまとまりの強さを反映し

た相互扶助意識、農地を守るという意識が強

い点を指摘できる。昭和57年当時、兼業化や

高齢化が進む中で捨て作り、耕作放棄が顕在

化し、ヤミ小作も見られるなど水田の有効利

用を如何に図るかが、地区における農業振興

の最大の課題であった。この課題に取り組む

ため、地区内の農業者全員で構成される内之

田営農組合を設立し、担い手への利用権設定

を実現するために以下のような活動を行った。

1)地区農業の将来の担い手である中核農家

を選ぶため、営農組合を中心に土地持ち非農

家を含めた話合いがもたれた。2)話合いの

過程で中核農家の育成と農地の有効利用を促

進するため、運営委員が兼業農家や土地持ち

非農家とのパイプ役となった。3)運営委員

会は農家の申請による個別台帳及び農用地利

用の現況図を作成し、中核農家の土地利用計

画を調整した上で、地区内の土地利用計画図

を作成している。4)借り手となる中核農家

と貸し手となる兼業農家、土地持ち非農家を

含めて話合いが持たれ、米100kg相当額という

小作料水準が実現した。そして、地区内の中

核農家16戸への農地の集積が進められた。

つまり、この組織の活動は組合員全員が集

落の農業をどの様な方向で展開させるかとい

う視点から農用地利用調整に取り組んでおり、

結果的に中核的農家の経営規模拡大につなが

り、農地の需給調整を遂行しながら有効利用

を図ったという点が特筆される。農地の借入

れについては受動的立場にある中核的農家を

全員で選出したことが、流動化推進の決め手

となっている。貸し手にとって、農地貸付け

の相手は中核的農家であれば誰でも良いとい

う個別相対でない集落の総意による農地貸借

が進んでいるという意味できわめて意義のあ

るモデルである。さらに中核的農家同士で農
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地の有効利用を図るというチェーン機能も働

いていることをも加えておく。

5.機能的農地用役市場の形成

1)地縁的市場の限界と利用調整組織

上述のような地縁的な利用調整が困難な場

合、土地利用調整をおこなう上での合目的的

な機能組織がその機能を果たさざるを得ない。

筆者は全ての共同体、集落で先に述べたよう

な地縁組織的利用調整ができるとは決して楽

観していない。したがって、それは任意の土

地利用調整組織であったり、現段階では農地

保有合理化法人(以下「合理化法人」)があた

ると考えられる。信頼できる公的機関を介し

て農地の貸借を進めようということであり、

農地の供給者は、貸す相手への信頼の代わり

にこの介在機関に対する信頼関係で土地用役

市場に臨むことになる。

このような公的機関が介在していることは、

制度的な裏付けがあるため広範な信頼を受け、

また自らの狭い範囲のみならずJAないし自

治体のレベルでの情報を収集できることから、

取引費用は著しく低いかゼロに近いとみなす

ことができる。

従って、そこには広範な貸し手と借り手が

集まることによって、誰の土地を耕作してい

るかわからないといった事態も生じる。これ

は一般的な財市場と極めて近い性格を有して

いると言えよう。もっとも、ここでも需給均

衡価格の調整というよりも一定の価格(借地

料)のもとでの数量(利用権)調整が行える

と見て良いであろう。

以下では、このような公的信頼関係が構築

された機能組織的利用調整について2つの事

例を検討する 5)。

2)畑作地帯における農場的土地利用調整

一鹿児島県頴娃町0地区の事例一

当該地区では、畑潅と圃場整備を契機に構

造再編を行っている。しかし、地区内、いわ

ゆる共同体レベルにすでに担い手がおらず、

農地が遊休化している状況が顕在化していた

ため、町内一円から借り入れ希望者を、中核

農家の条件付きで募集している。

その際、貸借関係の締結に際しては、個人

間の相対契約は原則として禁止し、参加農家

の決定、圃場の配分、小作料の決定など農地

流動化にかかわる事項は全て農業委員会が責

任を持って決定するというものである。

その結果、契約期間はすべて6年、貸借は

ごくわずかの個人間貸借を除く大半が県開発

公社(合理化法人)を介して締結され、小作

料は作目を問わず、10a当たり2万円となっ

た。その結果、借り入れ農家も自分が借りて

いる農地の所有者を知らないケースが一般的

である。しかしながら、借り入れ農家と所有

者の信頼関係を損なわないように、団地参加

者は年3回道路・畦畔の草払いをするよう取

り決めている。

ここで重要なことは農地集積と団地化を意
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図して形成された組織(県公社)に対する信

頼関係をベースに、貸借人相互はほとんど知

らぬままに、借り手にとって有利な貸借が行

われたことである。その意味でオープンな市

場が形成されたと見て良い 6)。したがって、

今後の農地取引は「信頼関係」を個人レベル

から共同体レベルに昇華させ、さらには機能

組織でのオープンな市場に対する信頼関係を

形成することが必要である。このような計画

的流動化が望まれるのである。

3)農地流動化特別促進圃場整備事業を

契機とした土地利用調整－

大分県豊後高田市の事例[12]－

(1)事業制度

農地流動化特別促進圃場整備事業は、「規

模縮小農家が農地を県農地開発公社へ貸し付

け、県農地開発公社から受け取る小作料一括

前払い資金で土地改良負担金を支払うシステ

ムにより、規模縮小農家の事業参加及び担い

手農家への農地利用権の集積を図る」という

ものであり、20ha以上の受益地を対象に、①

地区内の利用権設定率が事業完了後に8%ま

たは当該市町村の平均設定率のいずれかを越

えることが見込まれること、②利用権設定率

が申請時よりおおむね4%増加を要件とする

農地流動化特別促進実験事業を一体としてお

こなうものである。とりわけ、農地流動化特

別促進実験事業(国、県それぞれ50%負担の

ソフト事業。以下、「実験事業」と称す)によ

り県公社に利用権一括設定を行い、担い手へ

の集積を図ったことで利用権設定率は急速に

高まっている。

(2)土地改良区の果たす役割

豊後高田市のK地区でも小作料一括前払い

による事業負担金支払いシステムが貸し手に

とってメリットであることが理解され、従来

の利用権設定(相対含む)を白紙に戻して新

たに県公社への利用権一括設定に切り替えて

いるケースがみられる。その過程で、従来の

借り手に再設定を依頼しても耕作できないケ

ースが生じ、それらに該当する農地が営農組

合の調整により担い手に再配分されている。

貸し手は、形式的には各農業委員を通して

県公社へ農地を貸し付ける形であるが、実質

的には営農組合と土地改良区が農地再配分の

調整機能を果たしている。

当該地区は圃場整備実施にともなってK土

地改良区を設立しているが、圃場整備の過程

での換地や確定図面を把握している土地改良

区の役割は、農地の利用調整面において大き

い。つまり、当該地区では実験事業による農

地の利用権設定に関わる利用調整では、土地

改良区が利用調整機能を果たしている。そし

て、営農組合はむしろ、集団転作・ブロック

ローテーション、作業受委託の面で主として

機能していると理解されている。いずれにせ

よこのような信頼できる機関が新たな貸し手

と借り手の調整を行っており、貸借人相互の
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関係は希薄である。

(3)農家の経営耕地規模階層別にみた借地

形態

借地の形態は実験事業による利用権設定、

従来からの利用権設定、相対の個別貸借契約

と3形態存在する。その形態と特徴をまとめ

たものが表1である。

表1 借地形態別にみた特徴

まず筆数により借地形態を見ると、水田合

計では実験事業が32%、従来からの利用権設

定が34%、相対が34%となっている。注目す

べきは借地形態による大規模層のシェアの相

違である。実験事業では3ha以上の大規模農

家の占めるシェアが63.6%を占めるのに、従

前の利用権設定、相対では17.4%、21.7%に

過ぎない。公社を介した利用権一括設定によ

り、大規模農家に再配分されたことがうかが

える。「流動化の方向性」が明確に現れている

といえる。しかしながら、相対と利用権設定

の両方の形態をとっているところもあり、従

来からの契約を踏襲しているものが多いと考

えられる。

貸付農家の性格を見ると、水田全体では高

齢農家42%、非農家39%と80%を占める。こ

のような貸し手の性格をみると、労働力など

の面から実質的に耕作限界を迎えた土地持ち

世帯が貸し付けていることがわかる。

実勢小作料が様々な要因で規定されている

ことは周知の通りである。その1つの規定要

因である標準小作料は、反収540kg程度の平坦

地で2.2万円、圃場整備田は20%増しの2.64

万円である。反収480kg水準の程度の準平坦地

で1.8万円、圃場整備田で2.16万円である。

ところで、当該地区の水稲収量にはばらつ

きがあるが、480kg階層が最も多い。準平坦地

の圃場整備田という位置づけであれば、2万

円強が標準小作料に近い水準である。表1に

よると、水田については、実験事業による小

作料設定がほぼ2万円で行われており、その

水準が保たれている。それに比べて従前から

の利用権設定、相対の平均小作料水準は有意

に低くなっている。

借地期間については、利用権一括設定の影

響で長くなっており、殆どが10年である。こ

のような長期の借地期間の設定は、耕作者に

とって有利であるし、貸し手の耕作意志のな

いことを示唆しているとも考えられる。しか

し、個別相対契約では借地期間の設定のない

ものが多い。さらに、従来利用権設定をして

おりながら、更新期を迎えても更新をしない

でそのまま自然相対契約の状態もある。
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(4)農地貸借の経緯と貸借人相互の関係

借地の形態と貸し手との関係は、実験事業

によるものはすべて地主とはまったく知人、

親戚でもなくいわゆる個人的なつながりはな

い。これは、前述したように、実験事業が県

公社への利用権一括設定となっているが、実

質的には営農組合(土地改良区)がいったん

貸し付け希望者から貸付の依頼を受け、中核

農家へ再配分するという利用調整機能を果た

しているからである。信頼できる営農組合(土

地改良区)が集落レベルでこのような利用調

整機能を果たしているために、貸し手も安心

して貸し付け、中核農家も利用しやすい形態

になっている。

これとは対照的に、従来からの利用権設定

では56%が親戚・知人、相対では約74%が親

戚・知人である。利用権設定という公的な契

約でもそのベースは個人の信頼関係が働いて

おり、相対に至っては、70%以上が個人的な

信頼関係で契約が成立していることを示唆し

ている。個人的な信頼関係による貸借が借り

手にとって或いは地域全体の土地利用にとっ

て必ずしも望ましい土地利用形態になってい

ないことは、容易に予想される。それは、親

戚・知人との貸借契約は地主サイドから農地

貸付を依頼されるケースが殆どだからである。

6.農地用役市場の分類と特質

以上の考察結果を整理する観点から、農地

用役市場の分類とその特質のまとめたものが

表2である。まず、農地用役市場の考察をお

こなうに当たっての前提条件を以下の3点に

整理する。

1)家産的要素と場所的不動性を特徴とする

農地用役市場には、元来情報(借り手、貸

し手の相互の農地の質、位置、取引条件に

関する情報)の非対称性、不完全性が存在

する。

2)農地の取引には一定の取引費用(取引相

手の探索、農地条件の確認、取引条件の交

渉、制度上の手続きに関わる費用)がかか

る。

3)情報の不完全な環境では共同体の結びつ

きのように、それ自体は非経済的・経済外

的要因が非常に重要な機能を果たす。共同

体的なつまり非市場的な結びつきの代表が

親族であることはいうまでもない。

農家が信頼関係を基礎に農地の貸借を考慮

しているとすると、信頼のベースが集落や数

集落の地縁で確立されれば、その範囲内での
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表2 農地用役市場の類型

取引費用は少なくなると考えられる。もち

ろん、そこには当該地域内に適切な担い手(借

り手)と貸し手がいることが条件である。そ

のような条件が成立していれば、いわゆる集

落内での利用調整や農場的利用がスムーズに

形成され、誰の土地が誰に利用されているか

も明確なうちに農地の流動化は著しく進展す

る。多くの集落レベルの利用調整と言われる

ものは、このような結果であると解釈できる。

このように、信頼できる組織化された市場が

形成されることで、取引参加者が増えるだけ

でなく、取引の方向も望ましいものになると

考えられる。

上述のような地縁的な利用調整が困難な場

合、土地利用調整をおこなう上での目的にあ

った機能組織がその機能を果たさざるを得な

い。したがって、それは任意の土地利用調整

組織であったり、現段階では合理化法人があ

たると考えられる。信頼できる市場組織を介

して農地の貸借を進めようということであり、

地主となる農家は、貸す相手への信頼の代わ

りにこの介在機関に対する信頼関係で土地用

役市場に臨むことになる。

原始的市場における農地取引が太宗を占め

る今日の農地貸借の実態から得られる課題は、

集落内はもとより近隣の行政区域や集落をも

越えた、まとまりのある団地での農地貸借を

展開するための機能的市場組織の形成であろ

う。このような一定地域を越えた団地化した

農地貸借の展開を促進するためには、町単位

ないし異なる行政地域の近隣集落をも含んだ

「オープンな農地需給情報」の形成さらには、

「公的市場」の形成を必要とする。個々の信

頼関係による貸借は、たまたま貸借相互が知

人、親類などの関係があれば、当該地区のよ

うに相対で進展する。しかし、信頼関係のあ

るものが不幸にも見つからない場合、優良農

地は遊休地化することもある。現在でも多く

の遊休農地がその事実を示唆している。

さらに、一定地域を越えて、担い手への団

地化した農地集積という方向性を持った農地

貸借は、狭い範囲での信頼関係では進展しな

い。個々の信頼関係が希薄な広範囲な農地市場

では、貸し手にも借り手にも信頼されている市

場組織が必要であり、そこが望ましい有効利用

に繋がる貸借へと需給調整すべきである。

 

44



7.農地保有合理化法人の機能

一仲介・調整機能と流通機能一

表2において、機能的農地市場における調

整組織、仲介組織が機能組織となつている点

は、地縁的市場における地縁組織と対照的で

ある。地縁組織は、本来的には生活基盤とし

て機能しているのであるが、共同利用財等の

利用を通じて生産基盤としても機能し、それ

が円滑に働いている地域では、この農地の取

引の仲介・調整役を果たすこともできるので

ある。一方、機能的組織の場合には、本来的

に農業や農地管理という観点から合目的的に

設立された組織である。合理化法人はその機

能からして典型的な組織であるが、土地改良

区、市町村、普及センターあたりが調整役と

なることもある。

ところで、類型化の視点で重要なことは、仲

介・調整機能と流通機能である。仲介・調整

機能とは、主として「農地取引の需要と供給

に関する情報収集機能」とそれに基づく「適

切な取引相手の発見機能」を指し、現実には、

土地改良区、農業委員会、合理化法人(農協)

等が果たすべき役割である。集落等一定地域

の土地利用に当たっての「利用調整」や「合

意形成」などといわれる交渉が該当する。

もちろん、仲介・調整機能を合理化法人が果た

すケースももちろんあるが、当該組織のより

重要な機能は流通機能の発揮である。流通機

能とは、契約書・各筆明細の作成、賃借料精算・

管理、実績管理など実際の貸借に直接関わる

商的流通機能に加えて、貸し手から一旦合理

化法人が借り入れて、借り手に賃貸すること

で、時間的な隔たりや空間的な隔たりを埋め

る物的な流通機能も該当する。さらに、小作

料の一括前払いといった信用に関する補助的

流通機能も該当する。農地取引において、こ

のような高度な流通機能を備えていることは、

農地取引を促進するに十分な組織といえよう。

当然、貸借人相互の信頼もこの機関を経由す

ることで高まることになる。

合理化法人が流通機能を発揮することによ

って、安定的な農地取引が促進されるという

側面を持っているであろう。しかし、地縁的

市場が展開し得ない地域にあっては、この機

能は、なるべく仲介・調整機能と一体となって

合理化法人が果たすべきであろう。また、地

縁的市場においては、仲介・調整機能を果た

す組織と合理化法人との機能分担が如何に良

好に図られるかが重要な視点となる。今後の

農場取引にあって重要な点は、個別相対の取

引を越えて、取引を通じて如何にまとまった

団地化した利用権の集積をおこなうかにある。

仲介・調整機能が合理化法人のリスクを軽減

するともいえよう。

8.集落営農の組織的取引としての解釈

とパ-トナ-シップの構築

以上の農地用役市場における農地取引を、

現実に進んでいる集落営農、農場的土地利用

システムとの関わりで、再度考察してみよう。
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農地取引に当って取引コストを節減する動き

として、集落レベルの仲介・調整機能を指摘し

た。集落自体の合意形成機能が働くようなと

ころでは、個人的な信頼関係を超えて、集落

を基盤とした信頼関係によって調整機能を遂

行するのである。しかしながら、このような

機能をすべての集落が果たせるわけではない。

共同体としての集落機能が低下している地域

においては、もちろんこのような機能を果た

しえないことはいうまでもない。

集落を介在した取引をおこなううちに、農

地利用面においてより相互の利益をもたらす

誘因が働いてくると、その取引形態は機能や

相互依存度を高めてくる。いわゆるパートナ

ーシップという関係の構築である[14]。その誘

因とは、大型機械を利用して集団的に農地を

利用することによってコストを低下させると

いう誘因、転作作物を集団的に栽培すること

でより多くの補助金を得ようとする誘因、認

定農業者等の担い手に集団的に集積すること

による圃場整備事業の事業費負担軽減の誘因

などである。後者の2つは、農業政策のもた

らす制度が農業者に誘因を与えるものといっ

てよい。これは、集落という組織を通じた農

地取引が行われるだけにとどまらず、その利

用までも集落を通して行われる形態の出現で

あり、望ましい農地の利用に借り手も貸し手

も密接に参画することになる。1集落1農場

というような形態をとる農地利用は、このよ

うなパートナーシップの一形態とみなせるで

あろう。パートナーシップとは、単に農地取

引からのみ相互が利益を得るだけでなく、そ

の利益自体を拡大させることを共通の目的と

するものである。したがって、取引後の利用

のあり方までも取引の内容に含まれるといえ

る。このような側面は、稲本が集落営農を組

織的取引として理解したことと合致する。

そして、このようなパートナーシップが一

層高度化した形態が戦略提携(strategic

alliances)といえよう。戦略提携は、①共通

目標の設定②経営資源の結合効果③平等・互

恵のルール④戦略性の4つの要素で構成され

ているといわれる[14]。明らかに集落型経営体

としての機能が含まれているといえよう。

現行の農地取引においては、種々の制度的

要素が加わって、構造政策を推し進めようと

している。すなわち、圃場整備事業における

ソフト事業であり、水田農業改革における担

い手形成である。これらの施策は、いずれも

認定農業者等担い手への農地の望ましい集積

を意図しているのであるが、圃場整備や水田

農業改革の推進方向をみると、農地貸借或い

は農地利用におけるパートナーシップや戦略

提携の取引形態へ推し進めようとしているか

のようである。

9.むすびにかえて

現在の農地取引においては、単に流動化の

量のみでなく、一定の担い手に対する集団化

された取引が望まれている。いわゆる計画的

 

46



流動化である。すなわち、個々の認定農業者

が自らの限定合理性と機会主義的行動のみで

はなし得ない利用高度化が求められていると

いえる。本稿で農地市場を3類型化したこと

は、その取引の特質を浮き彫りにしたいため

である。今後は、①農地に対して農家の有す

る家産意識と生産要素の意識という二面性、

②農地取引に関する情報の不完全性や取引費

用、③集落営農、地域営農集団といったパー

トナーシップが展開するか否かという集落構

造、④仲介調整機能を有する組織の存在－私

的信頼関係から公的信頼関係へ、と言った観

点において、各地域でもう一度農地取引のあ

り方を再検討するする余地があると思われる。
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1)本論は、拙稿「農地用役市場の特質と分類に

関する考察」『機能的農地市場の形成に関する

研究』平成11年度～平成12年度科学研究費補助

金基盤研究(C)(1)研究成果報告書(研究代表者

木村務)p1-8、2001.3を大幅に加筆・修正したも

のである。

2)このような個人的な信頼関係に基づいた取引

は、水田よりも畑における取引で顕著である。

これらの実証研究として[7][8]を参照されたい。

3)この点で、最近食の安全性に対する認識の高

まりから、同じ有機農産物でも誰が生産してい

るかにこだわる「顔のみえる農業」ということ

が言われてきた.信頼性の明示という意味での

極めて原始的ではあるが、最も確実な取引形態

である

4)このような現実の原始的取引の実態から生源

寺は[1]において、農地の特質に関わる問題を克

服することは困難であるとの次のような見方を

示している。「つまり、将来の農地の取引をめぐ

る偶発的な要素と情報の不完全性を払拭するこ

とができない以上、繰り返される取引が結果的

に非効率な圃場配置を招く事態を完全に回避す

ることは不可能なのである。」或いは「もともと

1対1の取引であっても、農地の売買には取引

相手の探索、農地条件の確認、取引条件の交渉、

制度上の手続き等などの大きな取引費用を伴う。

そのうえに関係する農家が多数にのぼるならば、

取引費用は禁止的に高いものとなるはずである。

言い換えれば、個々の農家が交換分合と同様の

効果を持つ取引のチェーンを組織して、農地の

集団化を図ることははなはだ困難なのである。」

5)このような機能的市場形成による利用調整の

事例については、[12][13]が参考になる。

6)稲本は、調整型集落営農と大規模経営との農

地取引をめぐるシステムとして、以下のように

指摘しており、ここで筆者の主張する機能的農

地用役市場と合致した論考をしている。「この

結合システムとして、1つは大規模経営と調整

型集落営農の「相対取引」による結合システム

が考えられる。ただし、この結合システムは団

地化された水田をめぐる「相対取引」であり、

先に指摘した個々の農家との「相対取引」とは

基本的に異なるものである。この結合システム

が適切に機能するためには、農協をはじめ、行

政・団体などによる取引に関する情報システム

の整備が重要である。情報システムの確立によ

って、「個別相対」すなわち市場原理による水田

流動化の長所が確保される。」
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