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アイルランドの土地問題と土地政策

－土地委員会(Land Commission)の軌跡を中心に－

明治大学農学部教授　田畑　保

1はじめに

(1)本稿の課題

アイルランド島32県のうち北部のアルスター9県のうちの6県を除く26県から構成されるアイルラン

ド自由国として発足した(1922年)独立アイルランドにおいても、イギリス支配時代に引き続き土地問

題は重要問題の一つであった(なお、以下では1922年の独立以降についてはアイルランドというときは

とくに断らない限りアイルランド自由国ないしはアイルランド共和国の部分をさすものとする)。その土

地問題、土地政策の課題はおよそ次のようなことであった。一つは、イギリス支配時代の19世紀末から

進められてきた土地改革、とくに自作農創設の徹底、完成の課題である。なお、この自作農創設自体は、

地主から小作農への小作地の所有権移転であって、独立前にも独立後にも広範に存在した土地なし層、

農業労働者層はその対象外であり、これらの層に強かった土地要求を満たすものではなかったことに留

意しておきたい。

こうした自作農創設の課題の達成後にもなお残る零細農家をめぐる問題に対する対策がイギリス支配

時代からの歴史を引きずったアイルランド独特の地域問題でもある稠密地方の稠密救済問題とも重なっ

てもう一つの課題となった。それは、19世紀から広範に存在していた零細農家の規模拡大(自立可能な

規模への引き上げ)、分散錯綜圃場の統合・整理等の土地構造改編の課題である。農民が圧倒的多数を占

めていた当時のアイルランドにおいてこの零細農家に対する対策は多分に社会政策的な意味合いを持つ

と同時に、零細農家が西部沿岸地域にとくに集中していることを考慮すれば、それは地域対策としての

面もあわせ持つものであった。

アイルランドでも前者の達成によって戦後日本と同じように自作農制が確立されることになるが、前

者の達成の後にもなお残された問題、とくに西部沿岸地域で顕著であった零細農家をめぐる問題が、い

わば自作農制下の土地問題として独立後のアイルランド政府が継続して取り組むべき土地政策の長期の

課題となってくるのである。

アイルランドの土地政策の特徴の一つは、それが専ら独立した政府機関である土地委員会(Land

Commission)によって担われ、進められてきたところにある。この土地委員会は、イギリス支配時代に

土地改革の推進機関として設立されていたものであるが(1881年土地法)、自作農創設のためにその後別

途設けられた土地財産委員(Estates Connissioners)、及び稠密地方対策のために設立された稠密地方

局(Congested Districts Board)を廃止し、独立後も土地改革等の課題を引き続き推進するため、それ

らの機関の業務も引き継いで土地委員会に一本化する形で、1923年土地(委員会)法により再組織され

た。この土地委員会は、前述の独立後にも残された自作農創設だけでなく、零細農の規模拡大等の課題

も担当し、独立後のアイルランドの土地政策を担う唯一の機関として長らくその活動を展開し(1980年

代まで)、非小作地の買収やその分割・配分、農地整備等の事業の推進にあたった。
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土地委員会は、高裁判事でもある司法委員(Judical Connissioner)1人と政府によって任命される

6人(後には4人以下に)のLay Land Connissionersとで構成され、盛時には1,000人程の職員を擁し、

地方組織も有する広範な司法、行政権限を有する機関である(1)。この土地委員会はまた独立直後の一時

期を除いて長らく農業相にではなく、土地相(当初は土地・水産相)のもとにあった(1977年まで)こ

とも特筆すべきであろう。

こうした構成やその所属からもうかがわれるように土地委員会はより広く土地政策を専門的に担当す

るという面を有するとともに、前述のように稠密地方対策や貧困対策等の社会政策ないしは地域政策的

な面をもあわせ担当するという性格ももっている。そのことが一方で土地委員会の土地政策のあり様に

も影響を及ぼすとともに(必ずしも産業政策としての面だけではない)、他方で農業省によって推進され

る農業政策との関連でもやや微妙な面をはらむことにもなってきたように思われる。

本稿の課題は、このように極めてユニークな性格を有する独立後の土地委員会の軌跡に焦点を当てな

がらアイルランドの土地問題と土地政策の展開の実態、その特徴を検討することにある。なお、アイル

ランドの農業についてはあまり馴染みのない読者のためにあらかじめアイルランドの農業の特徴につい

て次第でごく簡単に説明しておくことにしたい(2)。

(2)アイルランド農業の特徴

1)土地利用、農業生産の草地、畜産への特化と輸出依存型農業

アイルランド農業の特徴の一つは、土地利用における草地、農業生産における畜産、とくに肉牛生産

と酪農への顕著な特化である。表1に示されているように穀物その他の作物の作付面積は農用地全体の

10%にも満たず、草地が90%、その中でも放牧地、粗放牧地(rough grazing)が60%強を占めている。

したがって農業粗生産額でも飼料作物の販売を別とすれば、畜肉(52%)と牛乳・乳製品(35%)が90%

近くを占める構成となっている(3)(1998年)。これは西ヨーロッパの大陸諸国はもとよりイギリスとの対

比でも抜きんでた高さである。

表1 土地利用の構成(2000年)

こうしたアイルランド農業の草地、畜産への極度の特化はメキシコ湾からの暖流の影響によってヨー

ロッパとしては多雨、湿潤であるとともに北緯53度を超える高緯度でありながら冬期間も比較的暖かく

牧草が青く茂っている等の地理的・気候的条件によるところが大きいが、同時にそれは長らくイギリス

支配のもとにおかれてきたという歴史的条件にアイルランド農業のあり様が規定されてきた結果でもあ

る(4)。

イギリス支配下のアイルランドはイギリスへの食料供給地帯として位置づけられ、イギリスの穀物法

廃止(1846年)以前にはイギリスへの主要な穀物輸出地域となっていた(5)。穀物法廃止後はイギリスへ

の穀物輸出が急減し、穀物から牧畜への転換が進み、生畜を中心に肉牛、畜肉の輸出へとシフトする。

その結果、1851年には穀物や根菜類その他の作物が総農用地面積(ただし粗放牧地は除く)の中で約30%

を占めていたのが19世紀末農業大不況を経た1900年頃には約15%にまで減少し、さらに第2次世界大戦

中食料確保のための耕作強制で一時穀物が増えた後1960年代以降は10%前後にまで減少して今日に至っ
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ている。この間アイルランド農業の輸出依存、とくに対英依存は独立後も続き、それはEU加入(1973

年)後は主な輸出先をイギリスからフランス、ドイツ等にシフトさせながら続くのである。

2)農用地保有の構造－零細農家の広範な存在－

農家戸数、農用地面積規模別農家構成の推移をみると表2-a,表2-bの通りで、19世紀後半は農

家戸数の減少はごく僅かだったが、1915年に30万戸代半ばに、1960年に30万戸を割り、さらに1991年に

17万戸、2000年に14万戸と近年は減少のテンポを速めている(なお、1991年以降アイルランドでは1エ

ーカーから1ヘクタールへの農家の下限規模の引き上げ、holdingからfarmへの定義の変更があったので

それ以前と以降とでは農家戸数は厳密にはつながらない)。

表2-a 農用地面積規模別農家戸数の長期推移

表2-b 農用地面積規模別農家戸数

その中で農用地面積規模別構成では、農業での自立可能規模にははるかに及ばない15エーカー以下層

が1855年で45%、1900年でも41%とその割合が非常に高かった(6)。アイルランド農業の歴史的な零細性

である。

この層は独立をはさんだ1900～1930年にかなり大幅に減少していること(163,500戸から105,400へ
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36%減)、さらにその後も30エ一カー以下の下層と最上層の200エーカー以上層が減少する一方、中間の

30～50エーカー、50～100エーカー、100～200エーカー層が増加している(ただし30～50エーカー層は1960

年以降減少)ことに後述の土地委員会の活動ともかかわって注目しておきたい。

経済成長が進み(ケルティック・タイガー)、農外の就業機会が拡大し、農家戸数の減少と兼業化が進

んだ1990年代に下層の顕著な減少と同時に50ha以上の上層の増加も進み、1戸当たり農用地面積も80年

代までの22ha前後の水準から1991年26ha、2000年31haと大きく増加した。この時期に至って漸く農業構・

造の変化の動きが強まったのである。

アイルランド農業は現在家族経営がほとんどであるが、かつては100エーカー以上層は雇用労働力経営

とする分析もあるように(注6参照)、雇用労働力を主体とする経営もある程度存在してきた。例えば18

歳以上男子の恒常的農業従事者中の非家族労働力の割合は独立後の1931年でも18%を占め、その中で200

エーカー以上層では68%、100～200エーカー層44%というように大規模層ではとくに高かった(ただし

この割合はその後漸減し、1991年には4%を占めるだけになった)。

同時にこうした雇用労働力経営の対極で土地なし層がある時期までは広範に滞留し、零細農家ととも

にアイルランド農村の伝統的問題となってきた貧困問題の基盤をなしてきた。前掲注(6)のように土地も

ち労働者と規定された1～5エーカー層が前掲表2-aのように1900年で約12%、1960年でも8%、

23,300戸であるのに対し、農家としてはカウントされない0.25～1エーカーのいわば土地なし層とでも

いうべき部分が69,805戸と1～5エーカー層を大きく上回って存在していたのである(1エーカー以上

の農家数に対する割合は24%)。ちなみにこの層の作付けの大部分は馬鈴薯であったことは、この層にと

っての土地の意味が食料の確保にあったことを示すものとして興味深い。前述のように土地改革、自作

農創設ではその要求が解決されないこうした土地なし層、土地もち労働者層が当時広範に存在していた

ことは、土地委員会の存在、その活動の意味を理解する上でも重要な点である。

3)地域性-豊かな農業地帯の東部と零細農家が蝟集する西部沿岸地域:「稠密地方(Congested Dis-

tricts)問題」-

アイルランド農業の地域性の特徴は、土地が肥沃で穀作の割合も比較的高く豊かな農業地帯をなして

いる東部および東南部が相対的に経営規模が大きく大規模な経営の割合も大きいのに対し、西部沿岸地

域では岩が露出したり痩せた土地、泥炭地等が多くを占めるのにもかかわらず多数の農民が蝟集して経

営規模が小さく、こうした零細農家のこの地域への密集が「稠密地方」問題として古くから大きな問題

となってきたというところに最も端的に示されている(図1)。

表3は2000年センサスによって農業構造の地域性をみたものである。レンスター、マンスター、コナ

ハト、アルスターという大括りの地域区分では前述の地域性を充分に捉えることは出来ないが、それで

も図1とあわせてみれば分かるように、すべての県が稠密地域となっているコナハトおよび北西部に位

置するアルスターの2地域と、豊かな東部の農業地帯に位置し稠密地方は全く含まないレンスター及び

南部のマンスターの2地域との経営規模や土地利用等での対照性は明瞭である。平均農用地面積や平均

経営規模(ESU)等の経営規模でかなり大きな差があるだけでなく、土地利用でも耕種作はほとんど

後者の2地域に集中し、とくにレンスターでは耕種作の割合がかなり高くなっているのに対し、前者の

2地域では草地に極端に特化し、粗放牧地(roughgrazing)の割合も高くなっている。古くからのアイ

ルランドの歴史的問題である稠密地方問題が現在に至るまでこうした形でアイルランドの農業構造に反

映しているのである。
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図1稠密地方(1909年)

表3農業構造の地域性(2000年)

表4地域別農用地規模別農家構成
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表4によってアイルランド独立前後の1900年と1930年の農用地規模別農家構成をみてみると、コナハ

ト、アルスターの2地域では5～15エーカーの零細層の割合が非常に高く(とくに1900年)、100～200

エーカー、200エーカー以上層はごく僅かな割合を占めるに過ぎず下層に偏した構成になっているのに対

し、レンスター、マンスターの2地域は5～15エーカー層の割合は比較的低く、100～200エーカー、200

エーカー以上層の割合が比較的多く、雇用労働力依存型の経営が一定の層をなして存在していることを

うかがわせ、農用地面積規模別構成でも両者はかなり対照的である。

なお、前者の2地域は最下層の1～5エーカー層の割合が後者の2地域に比べてもかなり低くなって

いるが、これは土地なし層ともいえる0.25～1エーカー層が前者の2地域では後者の2地域に比べその

割合が低くなっていることと関連していると思われ(7)、農業労働者を雇用する経営の多寡と裏腹の関係

をなしていると思われる。

2独立後のアイルランドの土地問題と土地委員会(Land Commission)

(1)アイルランドの土地改革と独立前後の土地問題

イギリス支配時代の19世紀末から20世紀初めにかけて進められたアイルランドの土地改革は、イギリ

スの土地貴族を中心とする少数の巨大地主によるアイルランドの土地の独占(8)、「世界に類無き不合理
(9)」とも評された小作制度、イギリスの穀物法廃止以降進んだ穀作から牧畜への転換を背景とするアイ

ルランド版エンクロージャーともいうべき地主による土地取り上げ=小作農民追放の頻発等の事態のも

とで激化した土地闘争がイギリスからの独立をめざす闘いと結びつくという状況のもとでアイルランド

統治の危機に直面したイギリスのグラッドストーン政権及びその後の政権が、その危機を回避するため

に取り組むことを余儀なくされたものであった。イギリス政府の政策意図はともかくとして(10)、この土

地改革は、その結果からいえば、小作権の安定、小作権売買の自由、公正地代の決定(いわゆる3F)

等の小作制度改革、とくに公正地代の決定については件数で全農家の約4分の3、面積で8分の5に及

んだ第1期裁定地代で21%、第2期裁定地代で19%の引き下げが行われるとともに(11)、1903年土地法(ウ

ィンダム法)で本格的に進むことになった自作農創設についても、イギリス支配下の任意買収の範囲内

でも第1次大戦前までの間に約30万戸の小作農、面積約1110万エーカーに及んだ。それは、中国や旧ソ

連・東欧等の土地改革を別とすれば、世界的にも例を見ないほどの徹底した改革であったといえよう。

小作争議が多発し、深刻な土地問題をかかえ、土地改革の課題に直面していた大正末期のわが国の農政

担当者にアイルランドの土地改革が注目された所以でもある(12)。

さらにこの土地改革に関しては、後の行論との関連で次の諸点に注目しておく必要があろう。

第1は、自作農創設において小作農民の土地購入のための貸付金の償還の年賦金が第1期裁定地代の

土地についてはその地代より20～40%廉くなるように小作地価格を制限しており、小作制度改革(にお

ける地代引き下げ)と自作農創設とが密接に関連づけられていたことである(13)。

第2は、この年賦金の負担は土地改革前の支払い地代に比べれば大幅に引き下げられた水準であった

が(約50%)、その償還義務が長期(68.5年間)にわたって継続したこと、そしてその回収とイギリスへ

の支払い義務が独立後のアイルランド政府に引き継がれたことである(1932年に成立したフィアーナ・

フォールのデ・ヴアレラ政権による対英経済戦争はまさにこの年賦金のイギリスへの支払い拒否に端を

発するものであった)。

なお、日本の戦後農地改革との対比でいえば、日本の強制買収、直接創定主義に対し、イギリス支配

時代の自作農創設は任意買収、間接創定主義を原則としていたこと、日本の場合買収価格は田は賃貸価

格の40倍、畑は48倍以内とされ、加えて敗戦後の高率のインフレもあって結果的に小作農の負担は1年



アイルランドの土地問題と土地政策 133

分の収穫にも満たない極めて低い水準になったのとはかなり事情が異なっていること等があげられよう。

第3は、稠密地方局(CongestedDistrictsBoard)の設置(1891年土地購買法)およびその権限強化

(とくに1909年バーレル法)によって上記の土地改革によっては解決されない零細農家および土地なし

層の問題、およびそれらの層が蝟集する稠密地方その他の稠密問題の救済=内国植民事業が取り上げら

れたことで、とくに1909年バーレル法では強制収用の権限も付与され、その活動範囲を拡張させ、購入

地所数942、小作地177万エーカー、非小作地(14)47万エーカーが買収された(15)。

ところで、イギリス支配下の自作農創設については、前述のように1909年バーレル法で稠密問題救済

のために強制収用の権限が付与されたことを別とすれば、強制買収ではなく任意買収を基本としていた

が、そのやり方では自作農創設に一定の限界があり、約25%の農民が小作農のまま取り残されざるを得

なかった。この残された25%の小作農の自作農化、自作農創設完成の課題は、1919年からの対英独立戦

争およびその結果締結された(アイルランド南部26県の自治領としての独立を認めた)イギリス・アイ

ルランド条約の批准を経て新たに成立したアイルランド自由国政府にとっての課題として残されること

になる。

アイルランド自由国成立前後のアイルランド農村では、零細農家や土地なし層の土地を求める要求が

強まり(16)、放牧地の占拠、建物への放火等の動きも生じ、土地騒動(land disturbances)、暴力(agrarian

violence)が広まる状況にあった。こうしたアイルランド独立前後の土地問題をめぐる状況について松

尾は、「アイルランド独立戦争期の土地問題は、後進的西部の貧農、農業労働者による放牧地占拠、耕作

の動きと、先進的東部の農業資本家、農民による自作農創設完遂要求、という二つの発現形態を示して

いた」こと、そして結局前者は対英独立戦争を進める「国民議会」によって抑止されていったことを指

摘している(17)。

こうした状況の中で、イギリス・アイルランド条約受け入れをめぐる内戦でデ・ヴァレラ等の条約反

対派に勝利し、アイルランド自由国の最初の政権についたコスグレープを首班とするクマンナ・ゲール

政権は、農村秩序の回復・維持のためにも、一方で零細農家、土地なし層の土地占拠等の騒動を抑える

とともに、他方で残されていた自作農創設完成の課題をより徹底した形で進めること、さらに土地を求

める要求の大きな高まりの中で稠密地方その他の稠密問題救済の課題にも取り組まざるをえないことに

なる。そこで次のような二つの主要な目的をもって1923年土地法その他の一連の法律が制定され(18)、ア

イルランド自由国においても土地改革、土地政策が引き続く重要課題として取り上げられることになる
(19)。すなわち一つは小作地買収、自作農創設の完成であり、そのために土地委員会に強力な権限を付与

し、小作地の強制収用にまで踏み込むことが出来るようにすることである。もう一つは稠密問題の救済

(relieve congestion)である。これは稠密地方局によってイギリス支配時代から取り組まれてきた課

題であるが、零細農家の規模拡大とも重なってアイルランドにおける長期の最も重要な課題となってい

く。

これら1923年土地法等で取り上げられた内容についてもう少し詳しくみておこう(20)。

①まず土地委員会を再組織するとともに、イギリス支配時代の土地財産委員および稠密地方局を廃止

し、その権限、業務を土地委員会に引き継ぎ、土地政策の実施機関を土地委員会に一元化した(1923年

土地(委員会)法)。

②残存する小作地は総て土地委員会が日を定めて法定の標準価格で強制収用し、そのうち稠密地方の

改良に必要な分を留保して、その残りを総て従来の裁定地代より30～35%廉い年賦金を支払うことを条

件として従前の小作人に売却することとした。さらに1923年土地法施行後は土地委員会が収用前であっ

ても小作人の地主への地代支払いは不要とし、従来の地代の75%を土地委員会に支払えば良いとした(土
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地委員会はそこから徴収手数料と地租を控除してその残額を地主に交付する)。またユ920年以前の滞納地

代は総て帳消しにされ、1920～23年の滞納地代は25%減額された。これによってアイルランド自由国で

は地主小作の直接的関係は廃止され、土地委員会が過渡的に地主となることになった。

③土地委員会による土地収用では地主に対する支払いを、アイルランド自由国の4.5%利付き土地債権

で行い(21)、その土地を購入する小作人はその価格の4.75%分を年賦金として65.5年間土地委員会に支払

う。ただしこの年賦金は従来の裁定地代より30～35%廉くなるものとする(したがって小作地の収用価

格もそれを基準として決定する)。

④稠密地方の改良(稠密地方の密集人口を他地域に移住させて零細農家の規模拡大、移住先での新た

な経営の創設(植民)、分散農地の統合・整理を図る等の事業を行う)のために土地委員会が稠密地方の

総ての非小作地、および稠密地方の改良に必要と判断した稠密地方以外の地域の非小作地を強制収用出

来るようにするとともに、不足分の補充のために稠密地方以外の非小作地を自由契約で購入できるよう

にした。なお、この非小作地の収用の価格、購入する農民の年賦金の負担額の決め方は小作地の場合と

同じであり、また非小作地の土地改良や農舎の設備等に必要な費用も農民の負担能力をこえない範囲で

年賦金に含めて償還させることができることとした(22)。

以上からもうかがわれるように1923年土地法は、「以前のどの法律にもまして着想において大胆」、

「その条項において一層包括的かつ徹底的」であった(23)。

なお、独立後のアイルランドでは何度か政権の大きな交替があったが(24)、政権の違いによって土地政

策や土地委員会の事業の進め方についても差があったことに留意しておく必要があろう。とくにアイル

ランド自由国で最初に政権についたクマンナ・ゲール政権とそれに代わったフィアーナ・フォール政権

の初期とではかなり大きなスタンスの差があった。クマンナ・ゲール政権は経済政策、農業政策につい

ては基本的に自由貿易主義の立場に立っていたのに対し、「強硬な民族主義」の立場に立ち、「小規模自

作農と中小企業の経営者」、地域的には後進地、農村を支持基盤として経済の自立、保護主義的な政策を

掲げるデ・ヴアレラが率いる初期のフィアーナ・フォールは、創立(1926年)当初の政策綱領には「大

規模牧畜農場の分割とそれの若い農民や農業労働者への配分」をも謳い、「西部辺境の貧農・農業労働者

の土地欲求」に応えようとしていた(25)。

こうした両者の政策スタンスの差は土地委員会の事業の進め方、事業実績等にも少なからず反映し、

クマンナ・ゲール政権下にあったアイルランド自由国の最初の10年間とその後のフィアーナ・フォール

政権下の10年とでは非小作地の買収実績やその分割配分の仕方(例えば土地なし層への配分や西部の稠

密地方から東部・中部への移住入植への力の入れ方)にかなり大きな相違となって現れることは後に詳

しくみる通りである。

なお、1928年行政組織(改正)法で土地委員会は農業省から離れ、土地・水産相(後土地相)の下に

おかれることになった。これはクマンナ・ゲール政権で大きな力をもっていた農業相パトリック・ホー

ガンの意向に基づくものとみられるが(26)、土地委員会はその後も長らく土地相下におかれ、再び農業省

の所属となるのは土地委員会の見直しが政策上の大きな論点となり、土地委員会の事業も縮小される

1977年のことである。土地委員会が長らく農業相ではなく土地相所管であったことは、土地委員会が農

業省とその農業政策とはある程度独自のスタンスで地域政策、社会政策的な面もともないながら稠密問

題の救済、零細農家の底上げという独自の課題に取り組むことにつながっていくことになったと思われ

る。そのことはまた農業政策と土地政策とが統合されずにそれぞれ別個に展開され両者の適切な連携を

欠くという問題にもつながったことも指摘される(27)。
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(2)土地委員会の事業とその展開

1)土地委員会の事業

独立後の土地委員会が行ってきた主な事業としては次のようなものがあげられる。

第1は小作地の買収と、その土地を占有している小作人への譲渡・売り渡しである。前述のように1923

年土地法によって小作地は総て強制収用することとし、また収容前であっても、地代は(従来の地代の

75%)土地委員会に支払い、土地委員会はそこから徴収費用と地租を控除して地主に交付することにし

たので地主・小作の直接的関係は事実上消滅したといえるが、自作農創設の完成のためには土地委員会

による小作地の買収と小作人への譲渡・売り渡しが必要であった。

第2は、土地開発事業(Land Settlement)で、西部沿岸地方を中心とする稠密問題の救済と全国にわ

たる零細農家(uneconomic holdings)の規模拡大である。それは非小作地(untenanted land:主に大

規模牧畜農場等の地主自営地等)の買収とその分割、配分によって進められた。

第3は、ランデール・システムとよばれるアイルランドの古い土地配分法とも関連してとくに西部の稠

密地方で問題となってきた分散錯綜した圃場の統合・整理等の農地の再整備事業(Rearrangements)であ

る。

第4は稠密問題の改善、緩和を図るための稠密地方から他の地域への移住入植事業(Migrations)で、

これには西部の稠密地方の諸県から中部、東部の諸県への移住入植の場合と西部の稠密地方内部での移

住入植とがある。

第5は農村整備事業(lmprovementWorks)で、入植する農家等の住宅や畜舎、農舎の建設、アクセス

道路やフェンス、排水路の建設・補修等の事業である。

第6は、自作農創設や非小作地の譲渡にかかわる土地年賦金の徴収である。

その他、入会地について入会権者が合意すれば、分割して個別に利用できるように整備するのも土地

委員会の業務となっている。

なお、第2～第5の事業は相互に関連し、それらのいくつかが組み合わされてセットで進められるこ

とが多い。稠密問題の救済、零細農家の規模拡大という第2の事業を進めるためには非小作地を買収し、

これを分割し、必要な場合には道路やフェンス、水路、住宅、畜舎等を建設、整備・補修し(第5の事業)、

農場として利用できるように整備して譲り受ける農家に引き渡す。それは、近隣の零細農家の規模拡大

に当てる場合であったり、零細農家が密集する地域から一定部分の農家に他の地域へ移ってもらい、新

規に入植する場合であったりすることもある(第4の移住入植)。後者の場合には、移住した跡地を周辺

の農家の農用地も含めて再整備(第3の事業)を行い、残った農家の規模拡大にあてることもあろう。

日本の広域農用地開発事業の例でいえば、前者は地元農家の増反方式であり、後者は根室の新酪農村建

設事業でみられた密集地域のパイロットファームから新酪農村への移転を募り(いわば間引き入植)、パ

イロットファームの規模拡大と新酪農村の建設をセットで進めたやり方と共通するといえようか。

いずれにしてもこれらの事業の推進のためには零細農家の規模拡大や移住入植等に当てる農用地の確

保が不可欠となる。非小作地の買収である。この場合どのような地所(Estates)を買収の対象とするか、

その基準が問題となる。早い時期には概して大規模な地所が多かったが、対象となる地所が少なくなる

後の時期ほど買収する地所の規模も小さくなる。土地委員会によるこれら非小作地の買収は強制収用に

よる場合と任意買収による場合とがあるが、とくに強制収用の場合には価格面での協議が問題となり、

所有者側と折り合わないときには訴訟となることもあった(1933年土地法での控訴審(the Appeal

Tribunal)の設置、この控訴審への提訴)。

さらにもう一つ問題となるのは、買収し、分割・整備した土地を譲渡する相手をどのように選定し決
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定するかであり、そのために踏むべき手順、選定基準等の問題である。これらの諸点については詳しく

は後ほどみることにしたい。

2)小作地の買収、売り渡し

澤村【1929】によれば、小作地の強制収用にあたっては、国内の総ての地主からその小作地について

の報告を求め、強制収用すべき小作地を確定し公告することになっているが、地主から報告があった小

作地は保有地数86,983、面積2,766,813エーカーで、そのうち1928年末時点で強制収用の公告を行った小

作地が保有地数16,323、面積615,948エーカー、さらにそのうち土地委員会が収容したのは保有地数2,994、

面積134,140エーカーに過ぎなかった(地主から報告があった小作地に対して保有地数で3.4%、面積で

4・8%)。クマンナ・ゲール政権末期の1931年3月末時点の実績でも土地委員会が収用したのは保有地数

15,971、面積578,210エーカーで収用すべき小作地に対し保有地数で16.5%、面積で19.9%の水準にとど

まっていた(28)。クマンナ・ゲール政権のもとでは後述する非小作地の買収、分割もそうであるが小作地

の収用についてもその進捗状況はあまり芳しいものではなかった。

土地委員会による小作地の収用が進むのは、土地政策に積極的な姿勢を示すデ・ヴァレラが率いるフ

ィアーナ・フォールが政権についてからである。土地委員会による小作地の収用状況を時系列で捉える

資料が手元にないので、細かな進展状況は分からないが、1960年時点での小作地の収用は保有地数で

112,607、面積で312万エーカーに達していたから、1931～1960年の約30年間に1923～31年の約4.4倍、254

万エーカーの小作地が買収されたことになる。1987年までの(土地委員会の土地買収は1983年で停止さ

れている)小作地の収用実績が保有地数114,175、面積316万エーカーであるから(29)、小作地の収用は1950

年代までにほぼ完了していたことが分かる。なお、(旧)小作人への譲渡はやや遅れており1987年時点で

の譲渡済み保有地数108,138、面積297万エーカーに対し、1960年時点では保有地数98,943、面積272万エ
ーカーで8.5%がまだ譲渡されずに残されていた。

3)非小作地の買収

非小作地の買収についても時系列で年々の事業の推移を把握する資料が手元にないのでいくつかの年

次の資料からその動向を大づかみにみておくことにしたい。

1928年時点の状況について澤村【1929】によってみると、クマンナ・ゲール政権下の土地委員会は、

稠密地方の改良のために稠密地方内外にわたる1,042,705エーカーの非小作地を調査し、そのうちの

204,558エーカーを強制収用、153,496エーカーを自由契約で買い上げる旨公告した(合計358,054エーカ
ー)。そのうち1928年3月までに土地委員会が買収価額を決定したのは、強制収用は368地所、151,565
エーカー、任意買収248地所、105,157エーカー、合計256,722エーカーで、このうち既に買収を終了して
いたのは221,369エーカ一である。

なお、買収した非小作地の1地所当たり面積をみると、強制収用で412エーカー、任意買収で374エー

カーである。1972年3月までに買収した地所の平均は強制収用で179エーカー、任意買収で138エーカー

であるから、初期に買収した地所はその後に買収した地所よりかなり規模の大きな地所であったことが

分かる。

クマンナ・ゲール政権末期の1931年3月時点の状況をBrandenburg【1932】でみると、この時までに買

収したのは39万エーカーで、その他に独立前の土地財産委員や稠密地方局から引き継いでいるのが16万

エーカーあり、それらのうちから分割、配分したのが2万戸、46万エーカー、旧体制下で配分した75万
エーカーを加えると121万エーカーとなるが、そのうち3分の2から4分の3は稠密地方である。なお土
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地委員会はこの他80万エーカーを買収の見込みで調査中であるがその多くは質の悪い土地で、以前入会

権がついていた貧弱な土地であったり、開墾中の荒れ地だったりという土地である。

その後の買収の進捗状況を大づかみにみておくと、1960年までの非小作地の買収面積は約110万エーカ
ーで、1931～60年の間の合計買収面積は約71万エーカー、年平均では約2.36万エーカーである。

もっとも、後掲の付表1の土地委員会による非小作地の配分面積の推移から逆算して買収面積を推定

すると、年間の配分面積がピーク年には10万エーカーをこえていたフィアーナ・フォール政権初期の5

年間には買収面積も35万エーカーを上回っていたものと考えられ(稠密地方の改良のために必要と判断

したとき収用した小作地の一部も零細農家の規模拡大に当てられることになっているが、それを無視し

た場合)、1931～60年の間の買収面積の半ばが最初の5年間に集中していたと推定される。フィアーナ・

フォールは政権についた翌年に1933年土地法を制定し、土地委員会の非小作地の買収力の強化を図って

おり、フィアーナ・フォール政権初期には付表1に示されているような非小作地の分割・配分の大幅増

加とともに非小作地の買収も急テンポで進んだものと推測できる。

その後非小作地の買収は減少・停滞する。1960年以降も、1972年までの買収面積の累計は139万エーカ
ーであるから1961～72年の間の買収面積の合計は約29万エーカー、年平均の買収面積は2.41万エーカー

である。さらに1973～87年の間の買収面積の合計は19万エーカーで、土地委員会の買収活動は1983年で

停止されているので実質の年平均では1.58万エーカーである。

以上のように後の時期になるほど買収実績が伸び悩む傾向にあったことがうかがえる。

零細農家の規模拡大のために配分すべき土地の取得、買収の機会が狭まるとともに、買収の対象とな

る地主の権利も法律や裁判所によって保護されるようになってきたからである。強制収用の対象は不在

の地主や充分な生産をあげていない土地に制限されるようになっており、実際土地委員会が取得する土

地のかなりの部分は地主と協議するか、他の土地と交換するようなやり方による取得となっている(30)。

しかし1972年時点までの非小作地の買収は累計で強制収用77万エーカーに対し任意買収46.5万エーカ
ーで前者が主体であり、1972～83年の間の買収についても強制収用は11.8万エーカーで任意買収6.3万エ
ーカーの2倍近くを占め、非小作地の買収では引き続き強制買収が主体となっている。なお、買収地所

の平均規模も、前述のように1928年3月までの買収地所の規模は強制収用で412エーカー、任意買収で374

エーカーと大規模であったのに対し、1972年3月までの買収地所の平均は強制収用で179エーカー、任意

買収で138エーカーにまで低下し、さらに1972～1983年の間の買収地所は強制収用の場合が60エーカー、

任意買収は52エーカーというように、後の時期になるほど規模が小さくなり、一般の農家の規模とほと

んど差がなくなってきているところにも買収の対象の確保が次第にむずかしくなってきている状況がう

かがえる(31)。

こうした状況の中で、どのような地所を買収の対象、とくに強制収用の対象ととするか、その基準の

問題は、買収を進める側にとってはその対象を確保する上で重要であると同時に、買収の対象となる側

からの様々な抵抗がある中で買収行為の政策的合理性を担保する上でも重要な問題である。この点につ

いては、不在地主が所有している土地、又貸し(sublet)あるいは低利用(underwork)の地所を買収の

主な対象とし、適切に利用されている(well-worked)地所や良好な雇用を提供している地所は買収の対

象とはしない、というのが土地委員会の基本的な方針であった。

この点にかかわって法制度面でも土地委員会の非小作地の買収力の強化が図られてきた。1965年土地

法では空いている(vacant)土地あるいは貸付地に対する土地委員会の買収力の強化を図るために新し

い重要な規定が導入された。同じ地域の稠密の救済の目的以外では充分な生産や雇用(adequate

production and employment)をもたらしている土地を強制収用できないという点について・1965年土地
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法では二つの追加的条件を明記することで強制収用に対するデフェンスを変更し、充分な生産と雇用と

いう条項の適用を明確にした。これによって田舎を離れ、戻って土地を耕す意思のない人、投資目的や

ホビーで農用地を購入した非農家の人が影響を受けたとされる(32)。

また非小作地の買収について1950年土地法では市場価格での支払いを規定するとともに、移住入植や

分散農地の再整備のための購入に限定して現金による購入が出来るようにしたが、さらに1965年土地法

ではその限定をはずし、どの目的の購入でも現金での購入が可能となった。

なお、1965年土地法で新たに規定された重要な点として次の二つをあげておきたい。
一つは・1965年土地法でアイルランド国籍を持たない者の土地購入に対して土地委員会が直接的な規

制を行う仕組みを設けたことである。これによってアイルランド国籍を持たない者は土地委員会の承諾

なしには農村部の土地を取得出来ないようになった。後にアイルランドがEECに加入(1973年)して

からこの条項はローマ条約(第52条)に抵触するとして他の加盟国からずっと問題にされてきたが、2004

年土地法案でやっとこの条項が廃止されることになった。

もう一つは、あとつぎのいない高齢者や身障者がリタイアするとき土地委員会に土地を譲渡し年金を

受給する事業の導入である。その場合年金受給について一定の優遇措置を講じるとともにリタイア後も

その土地に引き続き居住すること及び宅地の一部の貸し付けも認めることとした。これは土地委員会が

土地構造の改善のために、土地を貸し付けていたり充分な生産をあげていない(相対的に規模の大きい)

地所だけでなく、(相対的に規模の小さい層に多く分布していたと思われる)あとつぎのいない高齢農家

等にも土地取得の対象を広げたという点で注目される。それによって土地委員会が行う土地移動の性格

が大きく変わってくると思われるからである(いわば上層→下層の移動と同時に下層→下層の移動の併

存へ)。しかしこれは期待していたような成果をあげないままEEC加入後、1974年からのEECの農民

引退スキームにとって代わられることになる。

土地委員会が不在となった地主の所有地、又貸ししている土地、低生産・低利用の地所を買収の対象

としたこととかかわって土地委員会の土地の貸し付けに対するスタンスにも変化がみられた。土地の貸

し付けについては土地委員会の許可が必要とされているが、1950年代末頃から土地開発事業の妨げにな

らず、一人のところに大面積が集中することにならないような長期貸借については許可を与える方向に

土地委員会の政策も変化した。後述のように寡婦や自分では土地を利用できなくなった高齢者、資本不

足の農家等による農家間での短期貸借(conacreや11 months lettings)がかなり広まっていたが、土地

省は5～15年位のある程度長期の貸借を奨励する(そしてその期間が終了したらその土地が戻ってくる)

ために土地委員会の政策の変更の必要を指摘するようになった。もっとも、その後の政策は長期貸借を

黙認するもので、それを積極的に推進するものではなかった(33)。

最後に土地委員会が買収した非小作地等の地域別の最終的な実績をみておこう(表5)。土地委員会の

買収が打ち切られた1983年までの非小作地の買収面積は地所数12,223、面積約156万エーカーに達した。

1991年センサスでの農用地面積に対する割合でみると14%である。60年ほどにわたる買収の結果として

は決して大きいとはいえないが、充分に利用されていない大規模牧畜農場等の土地を零細農や一部土地

なし層に再配分するという「土地構造の改革」のための買収実績としては貴重なものというべきであろ

うか。

地域別には西部コナハトのゴールウェーが最も多くメイヨー、ロスコモンおよびアルスターのドニゴ
ールで多いが、東部でも西部からの移住入植を多く受け入れてきたレンスターのミーズをはじめキルデ

アやウェストミーズ、マンスターのティペラリーも多く、稠密地方以外でも買収が多かったことがあら

ためて確認できる。買収地所の平均規模はレンスターで大きく(177エーカー)、コナハトで小さい(98
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エーカー)。強制収用の方が任意買収より地所数、面積とも多いが、コナハトでは強制収用がとくに多い。

強制収用の方が地所の平均規模も大きく、大規模地所が早くに強制収用の対象となったことがうかがわ

れる。なお、ドニゴールでは買収地所の平均規模がレンスターより大きいが(226エーカー)、これは強

制収用の対象となった地所が408エーカーと際だって大きいためである。

表5土地委員会による非小作地の買収実績(1987年まで)

4)非小作地の分割、配分

土地委員会から買収した非小作地の配分を受けた戸数とその面積の年次別推移をみてみると(稿末付

表1参照)、年間の配分戸数と面積が最も多かった時期は1930年代半ばの時期で、ピークをなす1934年、

35年の両年を含む数年間は土地委員会の非小作地の買収、分割・配分事業のいわば絶頂期をなす。それ

はクマンナ・ゲール政権に代わって政権につき、1933年土地法を通過させ土地委員会の強化、とくに非

小作地の買収力の強化を図ったフィアーナ・フォール政権初期における土地委員会事業の昂揚ぶりを示

すものといえよう。

付表1からクマンナ・ゲール政権の約10年間とフィアーナ・フォール政権の最初の10年間の配分実績

を対比してみると表6のようになる。

フィアーナ・フォール政権の10年間の方が配分面積、戸数の合計でクマンナ・ゲール政権期のそれを

大きく上回っていると同時に、後者はイギリス支配時代の土地財産委員や稠密地方局から引き継いだ土

地の配分がかなりの部分を占めているのに対し、前者は(アイルランド)土地委員会が買収した非小作

地の配分が大部分を占めていることが分かる。

なお、ついでにいえば、この二つの時期の配分面積の合計と、その後の36年間の配分面積の合計がほ

ぼ同じであり、量的な面でいえば土地委員会の非小作地の配分事業は最初の約20年間の比重が非常に大

きかった。
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表6クマンナ・ゲール政権とフィアーナ・フォール政権の配分実績の比較

フィアーナ・フォール政権初期の土地政策に対するスタンスの特徴を端的に示すのは、この時期のこ

うした配分面積、戸数の多さと同時に、付表2からもうかがわれるように配分先の構成において土地な

し層や買収された地所(農場)で働いていた以前の農場の雇用者に対する配分がかなりの比重を占めて

いたことである。付表2によれば、1938～39年の2年間における土地なし層への配分が零細農家の規模

拡大に次いで多く、土地なし層と以前の農場労働者への配分面積が全体の配分面積の27%にも及んでい

る。1937年以前の配分先別の状況を示す資料はないが、Patrick J.Sammonの推計によれば、1934～36

年が土地なし層への配分のピークをなし、1934年からの8年間で約3,500人の土地なしの応募者に約10

万エーカーが割り当てられた(34)(1人平均28エーカー)。これはこの期間の配分面積の21.5%を占め、

極めて高い比重である。

1933年土地法では、解雇された農業労働者、以前の追放小作人やその他のふさわしい人たちへの非小

作地の配分について土地委員会の権限を強化すると同時に町場の運動場や公園、宿泊施設等への配分に

ついて規定した。Terence Dooleyはこの1933年土地法で非小作地の配分は買収によって解雇される農場

労働者が優先され、さらに移住入植者よりも地元の零細農家、土地なし層への配分が優先されるように

なり、非小作地の割り当てのヒエラルヒーが変化したことを指摘している(35)。

このようにフィアーナ・フォール政権初期において非小作地の配分で以前の農場労働者や土地なし層

に高い優先順位を与え、現実にも土地なし層等への配分がかなり大きな割合を占めていたことは、この

時期のフィアーナ・フォール政権の土地政策の特徴を非常によく示している。前述のようにフィアーナ・

フォールの創立時の綱領に「大規模牧畜農場の分割とそれの若い農民や農業労働者への配分」を謳って

おり、初期の政権ではこうした土地なし層の土地要求に対してもある程度応えようとしていたものと評

価することができよう。

再び付表2に戻って配分先別の配分状況の推移をみてみると、以前の農場労働者や土地なし層への配

分は1940年代以降になると非常に少なくなり、とくに土地なし層への配分はゼロに近くなる。フィアーー

ナ・フォール政権(および他の政権)の土地政策に対するスタンス、そして土地問題をめぐる状況が変

化したことを示す(36)。なお、1933年土地法で規定された宿泊施設や運動場用地等への配分も件数では一

定数あり、また泥炭採掘場や森林等もかなりの面積を占めている。

それらを別とすれば土地なし層や以前の農場労働者への配分の減少とともに、配分の大部分を占める

ようになるのが零細農家の規模拡大と移住入植者である。このうち零細農家への配分は1940年代には大

幅に減少してその後長らく停滞的であったのに対し、移住入植は経営の新設であるため1戸当たり配分

面積がかなり大きいこともあり(例えば1938年では零細農家の規模拡大11.6エーカーに対し移住入植24

エーカー、1960年でも11.1エーカーに対し25.7エーカー)、面積では1952年以降移住入植が零細農家の規

模拡大を上回るようになり、面積的には移住入植が主流をなすようになっている(ただし1965年以降は

零細農家の規模拡大が再び移住入植を上回るようになる)。移住入植が土地開発事業において占めていた

位置の大きさをそこにみることが出来る。
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この移住入植は稠密地方の稠密問題救済にとって重要な条件でもあるが、1930年代初めまでに西部の

貧弱な土地と引き替えに東部で20エーカーの豊かな農場を受け取った方が有利だというように移住入植

に対する姿勢が変わってきた。フィアーナ・フォールはこの移住入植についてアイルランド語(ゲール

語)の保存・普及、稠密の救済、国外移住への歯止めという三つの目的の同時達成の可能性をみていた

が、そのフィアーナ・フォールが政権についてからの1935～39年には西部の稠密地方から東部の新しく

農場が整備されたところに20戸以上の集団での移住入植も行われた(後述の事例参照)。以下のエピソー

ドはこうした西部の稠密地方から東部地域への移住入植がもつ意味の一面を象徴的に示すものとして興

味深い。

1934年12月西部から東部への移住入植のスキームの必要性についての注意を政府に喚起させるため、

不満を募らせていた稠密地方の農民40人ほどがコネマラからダブリンへ抗議の自転車行進を行った。

彼らが首相のデ・ヴアレラと会見したとき、デ・ヴアレラがミーズの人たちは東部地域に植民を行う

ことには否定的な対応を示すだろうと語ったのに対し、代表団の一・人は「クロムウェルが我々を西部

に送ったのだ。今我々は郷里に戻ってきたのだ、と彼らに伝えてほしい」と語ったとされる(37)。

付表1,付表2に示されているように、非小作地の年間配分面積は1930年代半ばにピークを迎えた後

急減し、40年代には年間1～2万エーカーで低迷している。こうした年々に達成されるべき非小作地の

配分計画に関して、1953～65年の土地委員会の年報は、年間2.5万エーカーの配分計画を目標にすると繰

り返しているが、1950年代の年間配分面積は1954年の4.6万エーカー、58年の5.6万エーカーの低い山を

つくりながら2～3万エーカーの水準にやや持ち直し、さらに60年代前半は3～4万エーカーの水準と

なっている。

1965年には1965年土地法が制定され、土地委員会の非小作地買収の強化が図られた。それを受け、

1965・66年報では配分目標が3.5万エーカーに引き上げられ、これは1976年まで続いている。1965年土地

法制定後の1967年に配分面積は5.1万エーカーと一つの山をつくり、1970年前後はやや落ち込むが70年代

まで3～4万エーカーの水準で推移する。

1970年代後半から後述するように土地委員会の見直し、再編論議が政府の委員会レベルでも登場し、

土地委員会は農業省所属に組織替えされ、縮小していくが、それからは土地配分についてのさらなる目

標は出されなくなる(38)。

ところで非小作地の配分においては、配分にあてられる土地が限られているのに対し、配分希望者が

多数いる中で、配分先をどのように選定・決定するか、どのような基準で選定し、どのような手順を経

て決定するかは、配分を受ける人たちの間での公平を確保する上でも、またこの事業の目的を明確にす

る上でも重要な問題となる。

土地の配分先の選定は、一般に次のような優先順位で進められる(39)。

1非小作地の買収によって仕事を失ったその農場の労働者

2近隣－半径1マイル以内－の零細農家(uneconomic holders)

3(稠密地方の)農業構造の改善のために自分の土地を提供して他に移住入植する人

4運動場、公園、学校グラウンドのような公共施設

5宿泊施設や文化施設等の用地

6その他土地なしの応募者(40)

配分計画を決める前に土地委員会の検査官が配分する地所の1マイル以内に住む総ての農家に面接し
(41)、①家族の状況、②家畜や機械等の装備状況、③農業の適性等を基準として選定を行う(42)。

以上のような手続きを踏んで配分先を決定するために、買収してから配分するまでに非常に長期間を



142

要することになる。土地を買収してから2年以内に配分するのが土地委員会の方針であるが、実際には

例えば1977年の配分では買収から配分までの期間は平均約3年であった。土地委員会の業務があまりに

時間がかかり過ぎると批判される点でもある(43)。

土地委員会が非小作地の配分を通じて到達を目指す経営規模は、農民とその家族が農業で良好な生活

が可能な経営規模=自立経営(viable units)であるが、それは経済の変化や技術進歩、農家の生活水

準の向上等とともに変化してきた。1920年代に最小の目標規模として最初に設定されたのは22エーカー

であった。それが1930年代には25エーカーに、さらに1950年代には33エーカーに、そして1960年代には

40～45エーカーへと4回にわたって引き上げられた(44)。

こうした目標規模の引き上げは土地委員会の土地配分事業に対しても様々な問題を生み出すことにな

る。例えば、土地委員会がかって土地を配分した農家が時の経過とともに引き上げられた目標規模との

ギャップを拡大していく。また目標規模の引き上げは、一方でその規模に達しない農家、配分対象とす

べき零細農家の幅を拡大するとともに、他方で配分に必要な土地の面積を増加させ、配分する土地をめ

ぐる需給のギャップを拡大する。

それらのことがあいまって1970年代には土地委員会の事業が土地構造の改革に果たしている現実の役

割の限界がより強くあらわれることになった。後述する土地委員会の見直しを行った政府の委員会の報

告の中であげられている次の表7は、1976年に零細農家の規模拡大の目的で配分を受けた農家(移住入

植の場合は除く)の配分後の規模を示したものであるが、配分後目標規模に達しているのは全体の3分

の1に過ぎず、1920年代の目標規模にも達しない20エーカー未満が20%にも及んでいる。現実の土地配

分では僅かの土地に多くの応募者があるが、特定の少数に全部の土地を配分するのは難しく、現実的な

解決策として資格のある総ての人に僅かの土地を配分するという方法がとられるためである。

表71976年に配分を受けた農家の配分後の農用地面積規模別農家割合

5)小括

ここで土地委員会の事業の主な項目についてその実績を小括しておこう(45)。

小作地

1923年に残っていた114,000戸の小作農のうち108,000戸は約300万エーカーの土地を自分のものとし

た。残りの6,000戸余りはその土地を移住入植者に引き渡すか土地委員会によって引き取られた。こうし

て地主は完全に一掃され、小作農は自作農に移行した。

非小作地

2,186,930エーカーが1923～1978年の間に134,000の受け手に配分された。

農地の再整備

1923～78年の間に分散錯圃状態にあった推定15,000戸の農家の土地が統合・整備された。その土地の

うち、1950～78年の間に合計12,281戸の農家の土地289,955エーカーが再整備され(1戸平均23.5エーカ
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一)、残りの2,700戸の農家の土地55,000エーカー(1戸平均20エーカー)が1950年以前に再整備された

と推定され、これらを合計すると再整備された土地は総面積約345,000エーカーに達する。

移住入植

統計が利用出来るのは1950年以降だけだが、1950～78年の28年間で稠密状態にあった合計2,222戸が

100,000エーカー余りの土地に新設農家として移住入植した。その前の27年間に推定1,500戸が約50,000
エーカーの土地に移住入植しているので、合計3,700戸、150,000エーカーの移住入植があった。

資金

小作地の買収に約2千万ポンド、非小作地の買収に50年間でエーカー当たりの再売却価格50ポンドと

して推定1億1千万ポンドが投入された。

農村整備

農村整備に3千万ポンド、そのうち約半分が建物に支出された。

6)土地委員会の事業の具体例

A:ゲ-ルタハトからミーズ県への移住入植(46)

1935年から40年にかけて西部沿岸のゲールタハト(47)の諸地域から東部レンスターのミーズ県の5つ

の村に集団での移住入植があった(表8,表9参照)。そのうち最初の入植があったダブリンから北に約

60キロ、トリムから10キロのラスカーン村の事例をみると、土地委員会はそこで植民のために776エーカ
ーの大規模な地所を買収した。そのうち約4分の1の187エーカーがその農場で働いていた人たちに割り

当てられ、残りの589エーカーがコネマラ地方から移住してきた27家族(177人)に割り当てられた。1

家族平均22エーカーである。これらの家族のほとんどは大家族で世帯員は平均6.5人である。各家族は4

部屋の住宅と畜舎、乳牛3頭、未経産牛3頭、羊12頭の他に馬、プラウ、ハロー等の農具一式が用意さ

れた。

表8ゲールタハトからミーズ県への入植事例
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表9ゲールタハトからミーズ県への入植事業の支出

これらゲールタハトからの入植者たちは、入植初期には営農形態の違いや言葉、生活習慣の相違等か

ら入植先での生活や営農に馴染めず、様々なトラブルをおこしたり苦労を重ねたが、時とともに新しい

営農にも適応し、生活は改善され、1960年代までには入植者の大部分が「比較的成功した」とされるま

でになった。

しかし入植以来土地の拡大は行われないままであった。ゲールタハトからの移住入植に限られたこと

ではないが、問題は当初の22エーカーという標準規模が時代の経過とともに自立可能な規模ではなくな

ってきているところにある。

B:大規模地所の分割、配分と農地の再整備(48)

次の図2はある大規模地所の分割、配分の事例を示したものである(地所の名称は仮名)。土地委員会

が買収したのは総面積681エーカーの3つの地所で(図2-a)、そこには様々な質の土地が入り交じっ

て存在している(特に良質の土地246エーカー、良質の土地269エーカー、中程度の土地105エーカー、ま

ずまずの土地51エーカー、荒廃地10エーカー)。配分計画をたてるにあたって、まず最初に地元の増反希

望者を調査したが、希望者はいなかった。そこの農場で働いていた人の1人にも標準的な面積の土地を

配分することを決め、さらに新しい学校と地元の人たちのための運動場等の用地を除いた残りの637エ

ーカーをほぼ同面積になるように18の保有地に分割した(図2-b)。配分にあたって注意したのはそれ

ぞれの質の土地が等しくなるように配分することで、地所1と地所2に割り当てられた保有地は平均34

エーカー、やや質の劣った地所3に割り当てられた保有地は平均37.5エーカーである。各保有地とも家

畜の水飲み場にアクセスできるようにしてある。

ゴールウェー県の1地域から6家族が、メイヨー県の近接した地域から11家族が移住入植者として選

定された。13戸の世帯主は平均年齢50歳の既婚男子ないし男やもめでいずれも若い家族員がおり・4戸

は世帯主が平均年齢34歳の未婚男子で年長の親戚がいる。

17戸の移住者は移住前の地域に310エーカーの土地と120エーカーの入会地の持ち分を引き渡してきた

が、それらは土地委員会の戦略的保留地として地元に残った農家の規模拡大にあて分散農地の整理・統

合のための農地整備のモデルとして使う計画となっている。

C:分散錯綜圃場の整理・統合(49)

これはメイヨー県の南部、ロスコモン県とゴールウェー県の県境近くにある4つの村からなるキルヴ

ィン地区の事例である。ここの合計1,588エーカーの土地のうち1,078エーカーは108戸の小作農が保有し

(1戸平均10エーカー)、240エーカーは湿地、270エーカーはこの地区の唯一の大規模農家が保有してい

たが、これは土地委員会が再取得した。
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図2バリファーレン地所の分割(1953)

108戸の小作農家が保有する土地は486の圃場に分散していた。図3-aの黒くマークした部分はある

1戸の小作農家が保有している土地で全部で11の圃場に分散している。分散圃場の典型例である。住宅

事情もひどく、農村スラムともいうべき状態にあった。

土地委員会は再取得した270エーカーを仮配分することに決め、7～15エーカーの圃場に分割し1000

ポンドほど支出してフェンスも設け、一時貸し付けを行った。これが農地の再整備事業に向けた動きの

第一歩となった。この間7戸の小作農が他に移転した。湿地は小作農家に50年分ほどを賄える泥炭地採

掘権を提供した。

1952年7月農地の再整備を企画することを決めた。そこで各農家の家族の状況や土地、家畜、住宅、

作物等の細部に至るまでを調査したが、その結果さらに6戸の小作農が移転しなければ満足な計画が進

められないことが分かった。その6戸が53年3月に他に移転してくれて、再整備の方向が固まった。

図3-aのグレーの部分は・土地委員会が大規模農家から再取得した土地と他地域に移転した小作農

家等から引き取った土地である。前述の湿地を除き324エーカーである。土地委員会はこれを呼び水にし

てこの地域全体の分散した農地の統合・整理を進める再整備事業を提案した。

1952年9月から53年3月まで土地委員会の検査官は33戸の小作農家と交渉を進めた。非常に入り組み

長時間を要する交渉を重ねた結果全員の合意にまでこぎつけ、結論をまとめることができた。こうした

再整備事業は関係する小作農家全員の合意に基づかなければならない。時間と忍耐を要する所以でもあ

る。
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図3-a再整備前のキルヴィン村

図3-b再整備後のキルヴィン村

1953年3月再整備事業が実施に移された。上記の33戸の小作農家の土地は330の圃場に分散していたが・

土地委員会が抱えていた土地も含めて統合・整理することによって62の圃場にまとめられ、1戸平均22

エーカーにまで規模を拡大することもできた。二つの図を比較すれば各農家の圃場の配置がいかに改善

されたかがわかるであろう。

図3-aで黒くマークした11ヶ所に分散していた農家の土地は図3-bにあるように2ヶ所の大きな

圃場にまとめられた。各圃場のフェンスも良くなり機械を入れても作業はしやすくなるだろう。小作農

家は新しい住宅や畜舎の建設に向かいつつあり、土地委員会は31,720ポンドの助成を許可した。

土地委員会はこの地区の再整備事業の最終的な結果は次のようになるだろうとみている。

①総面積1,588エーカーの土地に残る農家の数は84戸で安定するだろう。

②分散圃場は統合・整理され、圃場数は486から120に減少する。
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③農家の平均規模は約20エーカーとなる。

④約50戸の小作農家が新しい住宅と畜舎を建てるだろう。

D:入会地の分割

放牧主体の畜産国であるアイルランドにおいては入会地は各農家の保有地を補完する重要な存在であ

った。この入会地は入会牧野として入会地のまま放牧等に利用するのが普通であるが、そのままでは必

ずしも充分な利用ができないところも多く、牧野としての質を高め利用度をあげるために、入会地の分

割、改良を行う場合もあった。

土地委員会は1939年土地法によって(その後1950年土地法、53年土地法、65年土地法でも取り上げら

れている)こうした入会地についての強制的分割権を付与され、入会地の分割、改良がその業務の一つ

となった。しかし土地委員会は入会権の分割について持ち分所有者全員の同意の場合に限って分割する

という立場をとってきていた(50)。1971-72年の土地委員会の年報によれば、土地委員会は入会地の分割

の申し込みを歓迎しているが、その申し込みは少ない。分割の手続きのタイプとして、持ち分所有者全

員が分割に同意している場合と、所有者の一部だけが分割を希望している場合(この場合は分割に賛成

する人に土地委員会に対する強制的分割の申請を求めている)の他に、第3に最もありうるケースとし

て次のような条件がある場合をあげている。すなわち、①入会地が生産的ないしは潜在的に生産的であ

ること、②入会地が標準以下の規模の農家の保有地に付随していること、③入会地の分割が保有地のキ

ャパシティを向上させると見込まれること、④持ち分の所有者が分割に同意していること。この場合土

地委員会は、分割計画の準備等を行い、フェンスの設置の費用に対する資金提供、さらに場合によって

は排水、開墾、施肥等の諸改良の費用についても支援する、としている(51)。

実際の分割は少ないが、その中で1971-72年の土地委員会の年報は以下の3つの分割事例を紹介して

いる(52)。

一つは、クレアゴールウェーの近く、リダカン入会地の事例。これは178エーカーの入会地で、ハシバ

ミの藪が10フィート以上の深さがあって入り込みにくく、家畜の放牧も難しいところであった。持ち分

の所有者は21人であったが、うち4人の持分を土地委員会が購入し、残った17人の間での入会地の分割

を促進するためにそれを用いた。土地委員会は新しいアクセス道路を作り、フェンスの設置に対し資金

援助をした。持ち分所有者の負担は費用全体の半分で、年賦で支払っている。地価が高いこの地域では

入会地の分割は小規模農家の規模拡大の唯一の道といえるかもしれない。

もう一つは、ベルムレットの近く、オーリームの入会地の事例。面積472エーカー、持ち分所有者19

人の入会地で、家畜の放牧にはあまり良くないが、潜在的な可能性はあると見込まれている。全部の持

ち分所有者が分割の事業に同意し、実施に移された。各自の持分の数に応じて20～63エーカーの区画に

分割されたが、これは各自の保有地への貴重な追加である。土地委員会はフェンスの設置や道路、給水

管の造成で貢献した。

三つ目の事例はケリー県のロッハという入会地で、7人の持ち分所有者に持分が分割されている292

エーカーの山の粗放牧地である。土地委員会は入会地の持ち分の19分の3を既に持っており、7人の持

ち分所有者が分割計画に同意し、土地委員会が持っている持ち分も含め40～43エーカーの区画に分割し

た。離れた区画地を囲い込むために1,500パーチのフェンスの設置が必要になり、その仕事は土地委員会

が行った。

入会地については、その後ECの1975年からの条件不利地域政策の一環としての入会地のフェンス造

成や草地改良等への助成金給付、1980年代に入ってのECの雌羊飼育褒賞金支給等の羊飼育奨励等によ
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る入会地における羊の放牧の増加等を背景に入会地の放牧をめぐる多頭数放牧農家と少頭数放牧農家と

の対立が激化し、後者からの入会地分割要求、前者からの分割反対要求という事態の中で西部の丘陵地

帯で入会地紛争が発生し、土地委員会も入会地の強制的分割という方向に転換する(53)。

ちなみに2000年センサスでも入会地が取り上げられているが、それによれば入会地利用農家数の総農

家数に対する割合は全国では8.4%に過ぎないが(1991年センサスでは6.8%)、コナハトでは13.2%、ア

ルスターで10.5%で、そのなかでもドニゴール県20%、メイヨー県19%、ケリー県18%、ゴールウェー

県15%と西部沿岸地域の諸県では高く、その中でも小規模層では例えばメイヨー県の5ha未満では39%、

ゴールウェーは27%というように現在でも入会地の利用割合は高い。

3土地政策の見直しと土地委員会の再編をめぐる議論

(1)経済成長、EECへの加入と土地政策の見直し

1970年代はアイルランド経済が比較的順調な時期であり、雇用も増加傾向を示した。また1973年のE

ECへの加入は、アイルランド農業にとって市場の大きな拡大をもたらし、CAPのもとで農産物価格

の上昇と農業所得の増加をもたらした。同時にCAPをはじめEECの政策がアイルランドにとっての

政策枠組みのあり方を大きく規定するようになってきた。こうして農業をめぐる社会経済的状況も1970

年代に入って大きく変化し、それにともない、土地政策のあり方をめぐっても様々な議論や評価が生ま

れてきた。

EEC加入前後の数年間多数の調査研究や政府等の報告がこの農業発展と土地問題の分析にあてられ、

そこから例えば若く積極的な農民の土地取得が可能になるような長期貸借のシステムの必要等が提起さ

れたりした。また青年農業者の組織での調査研究からも相続や経営継承の早期化、進歩的な土地政策の

必要が提起された。また自立可能な規模は1975年には54エーカーに上昇しているという計測もなされ、

他方フルタイムの小規模農家の競争条件は悪化し、土地市場で大規模農家等と競争して土地を拡大する

ことがますます困難になっていることも明らかにされた。こうして土地政策の見直しの必要が取り上げ

られるようになってきた(54)。

土地委員会の事業についても、それまでは零細農家の規模拡大、稠密問題の救済が第一義的な重要性

をもっていたが1970年代までには必ずしも政府にとっての最優先事項とはみなされなくなってきた。ジ

ャーナリストや評論家からもEECの「農業近代化スキーム」(理事会指令159)でうたわれた工業部門と同

等の農業所得を保証するためには農業のリストラ=大規模な商業的経営を創るために小規模農家の統合

がより重要であるというような議論もでてきた(55)。

土地配分の対象についても「発展農民」(DevelopmentFarmers)(56)、若く意欲的な農民が優先される

べきであると考えられるようになった。いわば土地政策の課題の、零細農家への土地配分、自立可能規

模への底上げから、零細農家の統合=大規模経営の育成への転換である。さらにまた農業が国民経済の

発展に貢献するために土地政策の主目的を土地の有効利用の推進におくべきという見方も出てきた。

土地委員会の土地配分の目標規模がこれまで4回にわたって引き上げられてきたことは前述した。そ

うした状況は土地配分事業の効果をますます小さくせざるをえないものであるが、さらに1970年代に顕

著となった農地価格の上昇は売買を通じた土地の再配分事業の困難をますます強くした。そうした中で

財政当局による予算面からの制約の強まりもあいまって土地委員会の事業の非効率性が大きな問題とさ

れるようになる。また土地取引は市場に委ねるべき、売買でなく貸借の促進に政策の転換を図るべきと

いう批判も強まってきた(57)。

なお、こうした土地委員会に対する批判は政府の委員会でもかなり早い時期から出されていたことに
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も注目しておきたい。1962年に発表された「西部零細農家問題に関する省際委員会」の報告では土地構

造の問題に政府の議論が集中し、土地委員会の事業についても議論が行われた。そのときに出された少

数意見では、土地委員会による農家の再編の企ては金の無駄遣いで、農民自身の努力での土地取得を妨

げるものである、土地移動は市場に任せ、政府の役割は若い農民が土地を購入できるように信用の供与

に限定すべきであること等を主張していた(58)。

(2)土地構造改革に関する省際委員会報告(59)

こうした土地政策をめぐる状況の変化と土地委員会に対する批判等が高まる中で、土地委員会によっ

て進められてきた土地政策の見直しのために設けられたのが「土地構造改革に関する省際委員会」であ

る。この委員会は首相が農業相、財務相、土地相と協議のうえ1976年7月に設置したもので、約2年後

の1978年5月に最終報告を発表している。その間53回にものぼる会合を重ね、ベルギー、デンマーク、

フランス、オランダでの調査も行っている。

委員会の最終報告は、以下の構成からもうかがわれるように、土地問題、土地構造の現状の分析から

土地政策のレビュー、そして今後の土地政策の方向についての具体的提案まで広範かつ詳細な検討を加

えたもので、1970年代末のアイルランドの農業構造、土地問題を理解する上でも有益な報告である。

第Ⅰ部問題:背景とコンテキスト

第1章基礎的概念と問題

第2章土地法と土地委員会の役割

第3章土地構造とそれに関わる諸問題

第4章土地政策とその実施:評価

第Ⅱ部政策選択と勧告

第5章新しい土地政策に向けて:基礎的検討

第6章農地市場の規制

第7章土地の応募者:登録と資金援助

第8章土地流動性の改善

策9章土地利用の改善

第10章新しい土地機関(Land Agency)の設立

第11章付随的・関連手段

第12章費用

委員会は、アイルランドでは主な土地改革は既に達成し、現在重要なのは農業構造と土地利用の改善

であるという基本認識を示している(第1章)。その上で土地構造とそれに関わる問題を検討し、自作農

地の割合の圧倒的高さと長期貸借の不在、農家のあとつぎへの相続の遅れ、土地市場の規模の制約、高

地価の土地市場での土地取得をめぐる競争での小規模農家の困難、土地流動性を必要とせず土地利用の

集約度も低い兼業農家の増加、移民送出地域での人口の高齢化等をあげ、それらが農業の発展にとって

の主たる障壁、土地構造問題をなしていると捉えている(第3章)。

第4章ではこれまでの土地政策の評価を行い、まず第1に構造的利益(Structural Benefits)が限ら

れていることを取り上げ、土地の供給が制約されているので最近は受け手に2,3エーカー以上には譲

渡されないことが多く、過去には小さな追加でも有益だったが、現在はそれでは経済的有利性は疑わし
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いとし、土地委員会の役割は今や変わったことを指摘している。

第2に農業の効率性の面から問題を取り上げ、分割を受ける人たちが必ずしも効率的農民ではなく、

優れた農民が土地の購入を妨げられていること等をあげ、土地配分事業に疑問を投げかけている。

第3に土地の取得から配分までに長時間を要していることを取り上げ、手続き上の困難さ、事業の進

め方の非効率性を批判している。

第4に土地の譲受人に対する資金的な利益の問題を取り上げ、買収から配分までに長時間を要するた

めに、その間に地価が上昇し買収価格で売り渡しを受ける譲受人が利益を受けていること、稠密地方で

は買収価格よりも低い、譲受人が支払い可能と推定される価格が再売却価格となっていること等は現在

の状況では正当化されないと批判している。

現在の規模での土地取得はもはや正当化されない、土地の譲渡に大きな困難はなく農業の効率性にも

ほとんど得るところがない時にはあるグループから他のグループへの(納税者の負担での)土地移動の

目的のためには、時間と資金のかかるこの計画は継続されるべきではないというのが第4章での結論で

ある。ただし、土地の購入・売却は市場の自由な活動に委ねるべきというのではなく、国は利用しうる

土地が、それを最も必要としている人たち、それを効率的に利用すると期待される人たちに向かうこと

を確実にするための限定した役割を果たし続けるべきである、とも指摘している。

その上で委員会は今後の土地政策の方向について多くの提案をしているが(第Ⅱ部)、提案のポイント

の一つは、農地市場の規制である(第6章)。その第1は土地市場の監視で、新たに設立する土地機関が

農地の売却について監視できるようにすることを提案している。そのために売り主は土地機関に売却の

通知を行い、かつ新聞等にそれを広告することを義務づけることも提案している(60)。

農地市場の規制に関する提案の第2は土地市場取引の規制で、そのための仕組みとして以下の点を提

案している。

①財政的措置
一定規模以上の土地購入には累進的な土地購入税を課す。

②購入規制

土地購入取引での購入規制のシステムの運用

土地の購入に際しての土地機関の許可と許可に際しての購入限度等の設定

土地利用の効率性、集約度を確保する見地、1人の人に大面積が集中するのを防ぐ見地から、土地

機関は、購入者がその土地の近くに居住しない、農業が主な生活手段でない場合、あるいは購入後
一定規模を超える等の場合には許可しない

優先資格土地応募者の登録制度の確立

③国の直接的土地取得・配分を最小にすること

国の直接介入を完全に避けることはできないが、土地機関の土地購入は最小限にする。また、土地

機関が取得した土地については6ケ月以内に処理する。

提案のもう一つのポイントは、それまでの土地委員会に代わる新しい土地機関(new Land Agency)の

創設である(第10章)。かかる提案をするにあたってのそれまでの土地委員会に対する評価は極めて厳し

い。即ち、コミッショナーに土地の取得・配分に関する権限が集中していること、大臣のコントロール

が事実上ないこと等をあげ、行政上の視点からは土地委員会は今やアナクロニズムであるとしている。

土地委員会がこれまで行ってきた大規模な国家介入は避けるべきで、今求められているのは土地構造の

変化する要請に対応でき、変化する市場条件の中で素早く意思決定できるような柔軟な調整組織である。

土地委員会はこの報告での勧告を実施できる組織ではなく、それ故に新しい土地機関が必要であるとい
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うのが提案の理由である。

新しい土地機関の機能として次の点があげられている。

a土地市場での取引の監視

b土地の優先応募者の登録簿の保全

c土地購入許可の交付ないし拒否

d土地の購入、貸付および土地流動化の推進のための助言、法律的、財政的支援の調整

e土地の不適当な利用に対する罰則手段の適用

f一定の条件のもとでの土地の強制収用

新機関の委員は政府によって任命され、現役の農民、農業の普及系統の役人、経済学者、農業省の役

人等から構成されるとしている。

以上の他に報告では、

土地流動性の改善(農民引退スキームと結びつけた貸付に同意した人への奨励金支払い、税金の減

免措置等による長期貸借の推進。普及プログラム、老齢年金、税制措置等による早期の相続や経営継

承(61))

土地利用の改善(現在の農業発展のためのスキームやサービスを最大限利用するように奨励。非効

率ないし怠慢な土地利用に対する課税措置、さらに貸付への誘導。それでも非効率、怠慢な利用を防

げないときは強制収用の権限を行使すべき)

等にかかわる勧告も行っている(第8章、第9章)。

(3)政府白書「土地政策」(62)

前節でみた土地構造改革に関する省際委員会が発足したのは、フィネ・ゲールと労働党との連立のコ

スグレーブ政権のときであったが、それから2年近くを経て最終報告を提出した時はフィアーナ・フォ

ールのジャック・リンチ政権に交替していた。その交替したフィアーナ・フォール政権は土地政策に関

する政府白書を出してさきの委員会報告に対する政府の考えを表明する約束を行った。ちなみにフィア

ーナ・フォールは1977年選挙の公約で「投機家の土地購入への殺到」について言及し、土地売買の自由

放任には反対であること、土地売却は一定の条件のもとでは「発展」の地位を熱望している農民に限定

されるべきであると表明していた(63)。

1980年に発表された政府白書は3つの節からなり、第1節では現在の政策とその実施について政府の

立場からレビューし、第2節でさきの委員会報告で勧告された諸点について検討を加え、その上で第3

節で今後の土地政策についての提案を行っている。

政府白書では、現在の土地政策の主な目的は、自立可能な規模に達していない農家を出来るだけ沢山

自立可能な規模に拡大することで、アイルランド農業、とくに西部地域の農業を特徴づけてきた分散錯

圃の統合・整理は第2次的な目的であるとしている(64)。そして現在の土地政策をレビューし、それらを

新しくし、手続きの近代化、合理化、そして土地問題により積極的な影響を及ぼすような新しい方法の

導入の必要を認めつつ、同時に現在の零細農家の総てが自立可能な規模を確保出来る可能性はないとも

述べている。

白書ではさきの委員会報告との一致点と同時に異なった点も示されている。白書も委員会と同じよう

に土地購入に対する規制を求め、農地の売却は公的に広告し、土地委員会に前もって通知しなければな

らないとしている。前進的な小規模農家の追加的な土地購入については特別助成の資格があるとしてお

り、長期貸借の推進やあとつぎへの早期の相続・経営継承等についてもさきの委員会の勧告と同じであ
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る。

委員会の勧告を拒絶している重要な点の一つは、土地の買収、配分プログラムを打ち切るべしとして

いる点への反対である。土地委員会の事業によるものは土地移動の6%にしか過ぎないが、にもかかわ
らずとくに小規模農家についてはオープンな市場に依存するときの不利を取り除く上で重要な効果をあ

げており・もし土地委員会の買収、配分事業を中止すれば小規模農家の土地需要は充分には満たされな

いとして土地の買収、配分事業の打ち切り提案に強く反対している。

もう一つの重要な拒絶点は、新しい土地政策の実施機関としては土地委員会はふさわしくないので、
新しい土地機関に代えるべきであるという点である。白書は、仮に土地委員会が土地買収を中止したと

しても既に買収した土地を処分するために存続する必要があり、土地法のもとでの様々な機能はなお残

ること、新しい政策を実施する機関の独自性や構造は基本的な問題ではなく、重要なのはそれ自体、そ

してそれを実施するために用いられる手段の有効性である、と反論している。

この他・白書では・委員会の勧告で土地市場取引の規制の手段の一つとしてあげている優先資格応募

者の登録制度についても、その作業が厖大になりすぎ実行性に欠けること等をあげて反対している。

第3節の今後の土地政策の提案は、大きくは追加負担(surcharge)/奨励金の調整からなる財政的手

段と土地購入の権利の直接的統制からなるが、さきの委員会勧告との関連でポイントをなすのは、土地
買収を(低利用の土地の強制収用も含めて)継続させるとともに、土地委員会を新しい土地政策の実施

機関として存続させ、追加負担/奨励金の新たな財政手段と土地購入に対する直接的コントロールによっ

て土地委員会の権限を強化しようとしている点である。さきの委員会のメンバーの一人でもあったP.
Co㎜insが1976年以前の時代の政策とその運用の継続だと批判する所以でもあろう(65)。

なお、白書の提案で土地購入について、一方で一定規模以下の前進的農家の規模拡大のための土地購

入に対しては特別助成を、他方でEECの国籍を有しない人、農民以外および農外所得の割合が一定以上の

農民については購入価格の一定割合を追加負担として徴収するとしているが、後者の点については地価

対策とも関連して興味深い。

4農地移動の動向

(1)農地の取得方法

1970年代から80年代前半にかけての時期は、前章でみたように土地政策のあり方をめぐって様々な議

論が行われたこともあって、農業研究機関や農業経済関係の研究者の間でも土地問題、土地政策に関す

る調査や研究が活発化した時期でもあった。以下ではそうした中で行われたP.W.Kellyの調査研究の成

果等に拠りながら1970年代末のアイルランドにおける農地移動や貸借の実態、農地価格の動向等につい

てみることにしたい。

表10は・1950～77年の間に現在の農場ないしはその後の拡大のために追加的に土地を取得した農家に

ついてその取得の方法をみたものである(66)。これによれば現在の農場の取得については(1950～77年

の間に現在の農場を取得したのは調査農家の68%)、贈与と相続による取得が大部分を占め、市場を通じ
ての取得は16%・土地委員会からの配分で得たのは3%を占めるに過ぎない。農場全体の取得の方法と

しては、市場を通じて取得するというのはマイナーであった。

これに対し1950～77年の間に追加的土地取得があった農家は全体の24%であるが(地域別にはレンス

ター24%、マンスター14%、コナハト29%、アルスター31%)、この場合の取得方法については状況がか

なり異なってくる。相続、贈与の割合は大幅に低くなる一方、市場と土地委員会が非常に高くなる。規

模拡大のための追加的な土地取得の方法としては市場を通じての購入と土地委員会による配分が中心、と
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なっていることが確認できる。

表10農用地の取得方法別割合

さらに興味深いのは、地域別にみると、レンスターは市場が半分と高く、他方土地委員会はレンスタ

ーでは14%と低いのに対しコナハトでは41%で最大となっていることである。表には示していないが、

これを農用地規模別にみると、大規模層は市場が中心なのに対し(200エーカー以上層66%、150～200

エーカー層82%、100～150エーカー層53%)、小規模層は土地委員会が中心というように非常に対照的で

ある。追加的土地取得についてはレンスター、マンスター、そして大規模層は市場が中心、稠密地方の

コナハト、そして小規模層では土地委員会からの取得が中心となっているのである。

この点に注目して土地委員会からの取得が占める割合を農用地規模別、地域別にみてみると(表11)、

土地委員会の割合がとくに高いコナハトでは小規模層だけでなく100～150エーカーというかなり大きな

層まで高いのが目立ち、これに対しマンスターでは50エーカー未満の下層が、レンスターでも30～50エ
ーカー層は高いが、アルスターでは下層でも低い。

表11追加的土地取得(1950～1977)に占める土地委員会からの取得の割合

このように農場全体の取得については土地委員会からの配分は極めてマイナーな位置しか占めていな

いが、追加的な土地取得、とくに「稠密地方」のコナハト及び下層の追加的土地取得では土地委員会が

非常に大きな位置を占めていることをあらためて確認することが出来る。第2章でみた土地委員会の土

地再配分事業の農地移動全体における位置とその性格がここに示されているといえよう。

なお、農場全体の取得については土地委員会の割合が3%とアイルランド全体では非常に小さい中で

レンスターでは9%と比較的高い割合を占めていることが注目される。西部の稠密地方からの移住入植

や土地なし層等への配分がレンスターは比較的多かったとみることができるのであろうか。
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(2)農地価格の動向

次に農地価格の動向についてみていくが、この間の動向を通してみることが出来る地価のデータはな

いのでいくつかのデータをつないでみていくことにしたい。表12は表10と同じく1977年の農業経営調査

に参加した農家が1950～77年の間に取得した農用地の1エーカー当たりの平均価格を示したものである

(67)
。

表12農地価格の動向(1950～1979)

ここからまず第1に指摘されるのは、1970年代に入ってからの農地価格の非常に急激な上昇である。

同時に個々の地価には地域や土地の質の相違によって非常に大きな差があることも指摘しておかなけれ

ばならない。この急激な地価上昇は、同様に1970年代に進んだインフレのスピードをも大幅に上回るも

のであった(1970～78年の平均年間消費者物価上昇率13%に対し農地価格のそれは35%)。

農業所得との比較でも、この間EEC加入による農産物価格上昇によって農業所得も上昇傾向にあっ

たが、表13に示されているように農地価格の上昇はそれを大きく上回る上昇であった。
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この地価上昇の要因としてP.J.Drudyは次の二つをあげている(68)。第1は非農業的利用目的での土

地需要(とくに主な都市の周辺部での)である。土地はインフレよりも高率で価格が上昇すると考えら

れ、インフレ期には良好な投資と見なされるようになったのである。もう一つは保有地の拡大を望んで

いる農民やそうした土地が実際に生み出しうる収益以上を支払おうとしている農民の中での競争である

(それはEEC加入にともなう1970年代後半までの農産物価格の上昇およびそれが今後も続くだろうと

いう期待によるところが大きい)。

アイルランドでも1960年代、70年代の日本の状況を想記させるような地価上昇が進んでいたのである

(インフレのスピードを上回る地価上昇、農地転用とその高転用価格のもとでの農業収益から乖離した

農地価格の上昇)。それは土地委員会の土地買収、配分活動の困難、土地構造改革に関する省際委員会報

告のような議論が生まれる一つの背景をなすものといえよう。

しかし農地価格は1980年代に入って低下傾向に転じる。農地価格は1979年がピークで、その後は下落

に転じ、1980年代はずっとなだらかな低下傾向を示している(1980年代はアイルランド経済が低迷し高

い失業率に悩まされた時期であった)。この間インフレは続いていたから消費者価格で割った実質価格で

みてみると、ピーク時の3分の1以下に下落している(表14)(69)。

表13農地価格と農業所得(1972～77)

表14農地価格の動向(1978～1987)
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表15農地価格等の推移

1990年以降についてはアイルランドの中央統計局(CSO)による農地取引についての調査結果が発

表されているので、それによってみてみると(表15)、1990年代前半は若干の変動をともないながらもご

く僅かな上昇程度で推移したが、90年代半ば以降は再び顕著な上昇傾向に転じた。4半期毎の価格のう

ちの10～12月の価格は1995年の5,091ポンド/ヘクタールから2000年にはその約2倍の9,657ポンド/ヘ

クタールに上昇した。2000年以降も90年代後半ほど激しくはないが、上昇傾向は持続している。他方、

売買面積は1992年から大幅に減少し、その後も減少し続けており、2002年には1990年の約4分の1にま

で縮小した。なお、この間1戸当たり農家所得は1990年代前半は上昇したが、地価上昇が顕著になる90

年代後半以降はむしろ漸減傾向にあった。

達観的にいえば、アイルランドの農地価格はこれまで1970年代と90年代後半以降の2つの時期にわた

る大幅な上昇を経験した。それはまたアイルランド経済の高度成長の時期でもあった。

(3)農地貸借の展開

1)農業統計におけるconacreとeleven months lettings

19世紀末以降の土地改革では小作地がその対象となったが、1年未満の貸付地は小作地としては扱わ

れず、土地改革の対象とはされなかった。conacreとかeleven months lettingsないしはeleven months

systemとか呼ばれる短期貸借である。

conacreは"corn acre"という言葉から派生したものであり、耕種作の作付け期間の貸借を意味する。

eleven months systemは主に放牧地の1年未満の貸付で、19世紀後半に広がった短期貸借である(70)。

政府の農業統計によってこのconacreないしeleven months lettingsとして貸し付けている農用地につ
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いてみておくと、1932年で耕種作で41,298エーカー、放牧で567,599エーカー、合計608,897エーカーで、

耕種作と草地面積全体に対する割合は5.2%である。この時期には放牧地としての短期貸付が圧倒的に多

いこと、しかし農用地全体の中ではごく一部にしか過ぎないことが確認できる。地域別にはレンスター

(8.5%)、アルスター(6.3%)の両地域が高く、マンスター(2.7%)、コナハト(3.7%)は低い。

1949年は耕種作で88,443エーカー、放牧で543,476エーカー、合計で631,919エーカー、耕種作・草地

面積全体に対する割合5.5%でほとんど変化はない(地域別にはレンスター7.0%、アルスター8.5%、マ

ンスター3.6%、コナハト4.7%)。

しかし1960年には耕種作103,846エーカー、放牧721,667エーーカー、合計825,513エーカーで耕種作・草

地面積全体に対する割合も7.4%と増加している。地域別にもレンスター7.8%、マンスター5.4%、コナ

ハト8.1%、アルスター11.5%で、アルスターがその割合を大きくのばすと同時にこれまで低かったマン

スター、コナハトで増加することによって地域差が小さくなっている。

1960年については農用地面積規模別にも示されているのでそれをみておくと(表16)、1エーカー未満

層は別として1～5エーカー、5～10エーカー、10～15エーカーの下層では15%前後、とくに5～10エ
ーカー層は18%と高く、これに対し上層では5%前後で低い。なお、1960年には10分の1のサンプル抽

出分析で土地の貸付についてより詳しく全面積貸付と一部面積貸付に分けた分析を行っているが、それ

によれば1～15エーカーの下層では全面積貸付が主で規模が大きくなるほど全面積貸付は少なくなって

いる(表17)。

以上のところから農地貸借は短期貸付の形をとり、まだそれほど大きな広がりはないが1960年頃には

やや増加傾向を示すとともに、下層が貸付の主体になり、しかも貸すときには全面積を貸すというよう

な変化が生じてきていることがうかがえる。土地の低利用、貸付という動きが、それまで土地委員会が

非小作地の買収対象としてきた部分だけでなく、下層でも問題になりつつあったことが推測される。

表16農用地面積規模別短期貸付面積割合(1960)
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表17全面積ないし一部面積貸付農家割合(1960)

2)1970年代後半における農地貸借の実態

さきに紹介したP.W.Kellyの調査研究の中で農地貸借についても取り上げられているので、それを紹

介する形で1970年代後半の農地貸借の実態についてみることにしよう(71)。

まず借入地がどのような質の土地かについては「耕種作にも牧草にも適している」が54%、「牧草(乾

草・サイレージも含む)」が22%、「放牧だけ」が13%、「雑多な土地(land for mixed quality)」が11%

となっている。これにはかなり地域差があり、「耕種作にも牧草にも適している」はレンスター(68%)、

マンスター(63%)で高いが、アルスター(40%)、コナハト(44%)で低く、アルスターは「牧草」(36%)、

コナハトは「雑多な土地」(24%)が高くなっている。1977年の用途では64%が耕種作、13%が乾草やサ

イレージも含む牧草生産にあてられ、23%が他の用途にあてられている。これには地域別にも農用地規

模別にもそれほど大きな相違はない。1970年代後半の時期には借り入れ側からみた借入地の主な用途と

しては牧草生産や放牧ではなく耕種作に移ってきていることが確認されよう。

次に貸借の期間についてみると、「11ヶ月未満」が22.5%、「11ケ月」が60.5%、「12ヶ月」が11.5%、

「12ヶ月を越える」が4%となっている(表18)。ここで注目すべきは貸借のうちの94%という圧倒的多

数が1年未満の貸借であることである。貸借の期間が1年を越えると、借り手側の権利が強くなるから

である。「12ケ月」としているのは通例eleven months lettingsを繰り返しているもので、それを含める

といわゆるeleven months lettingsは72%にのぼっている。これらに地域差や農用地面積規模による差

はあまりないがアルスターだけは「11ヶ月未満」が50%と高くなっている。

表18借入地の借入期間(1977)
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このように貸借の期間はほとんどが1年未満で短いが、多くは年々それを繰り返すことで事実上貸借

はこれより長くなっている。借り入れている土地の70%が以前より継続して借り入れていると答えてい

る。ただアルスターだけは継続と答えているのは約半分と少ない。

その継続年数をみたのが表19であるが、アイルランド全体では借入全体の約3分の1は同じ人によっ

て5年以上貸借が継続されている。この5年以上継続の割合はマンスターでは半分近いのに対し、アル

スターでは20%に過ぎない。ここでは1年が18%、「以前には現在の利用者は借入せず」が34.5%と他の

地域とはかなり異なるが、その要因の一つは、1976年の夏の乾燥で馬鈴薯の収益が非常に高くなり、馬

鈴薯作のために追加的な土地の借入があったためではないかとKellyは説明している。

表19借入地の同一人による借入継続年数(1977)

貸し手と借り手の関係をみると、親戚関係は21%と少なく(兄弟姉妹4%、叔父叔母5%、その他の

親戚12%)、大部分(79%)は親戚以外である。また借入地の73%は農場の主な部分と隣接していること

も明らかにされている。

最後に地代水準についてみておくと、1977年のエーカー当たりの支払い地代は全国平均では33ポンド

だが、地域別にはレンスター(40ポンド)、マンスター(33ポンド)、アルスター(24ポンド)、コナハト

(22ポンド)と地域差がかなり大きいと同時に農用地面積規模による差も大きい(200エーカー以上層43

ポンド、150～200エーカー層47ポンド、100～150エーカー層41ポンドと100エーカー以上の3つの階層は

いずれも40ポンドを越えているのに対し、5～30エーカー層23ポンド、30～50エーカー層24ポンド)。こ

れを借入地の質別でみると、耕種作にも牧草にも適している土地は40ポンドと高いのに対し、牧草だけ

が26ポンド、放牧だけが31ポンド、雑多な土地の場合には12ポンドと土地の質による差も大きい。

この地代水準の高低の評価については即断できないが、前掲表13にある1エーカー当たりの農業所得

が大幅に上昇してきた1977年で67ポンドであることを考慮すれば、最も多い「耕種作にも牧草にも適し

ている」土地で40ポンドという地代はその60%にあたる水準であり、(さきの農業所得の場合には家族労
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働費部分も含まれているだけに尚更)高地代といわざるをえないであろう。

この時期はEEC加入で農産物価格が上昇し、農業所得も上昇傾向であったこと、大規模層ほど支払

い地代が高いこと等から推して、農業収益水準を超えて農地価格の上昇が進む中で大規模層では規模拡

大の方途を高地代ではあるがこうした短期貸借(それを年々繰り返すことで長期に継続)に求め、そう

した借地需要が増加しつつあったものとみることができるのではないか。さきにみたように1960年で既

に貸し手は下層が主体となっており、また親戚以外からの借地が主になっているのもそうしたことを示

すものといえよう。

ところで、この借入地の良好な管理の問題に関連して、Cox【1976】はAN FORAS TALUNTAIS(農業研究

所)の肥料使用状況調査の結果を利用して借入地と非借入地の肥料使用状況を比較し、耕種作ではとく

に相違は認められないが、永年草地の場合には借入地の窒素、リン、カリの使用量は非借入地より少な

く、肥料を投入しない圃場の割合も非借入地より借入地の方が高いことを明らかにしている。これは草

地の良好な管理という点から短期貸借が問題点を抱えていることを明らかにしたもので、借地の安定、

長期貸借の必要性を示唆するものであろう。

この他、A.G.Conwayは、西部地域のゴールウェー県とメイヨー県での1981年の実態調査に基づき、

農地の貸借が農場の規模、耕種作面積と強く関連していること、農家の借地への志向が増大しているこ

と、eleven months lettingsについては地代が現行の水準より安くなれば借り手が増えると見込まれる

こと、長期貸借であればより高い地代を払ってでも借りようとする潜在的借り手がいること等を明らか

にしている(72)。

3)最近の農地貸借の動向

農地貸借をめぐる状況は1990年代に入って大きく変化する。経済成長の影響等もあって(とくに1990

年代後半以降)農外の就業機会も拡大し、下層の離農と兼業化が進む。そうした中で生活手段としての

農地の意義も従来に比べるとかなり低下してきた。前述のように土地政策は貸借促進にシフトし、また

土地委員会の買収活動の中止等もあり、農家の農地貸付へのアレルギーも次第に弱まってきたと思われ

る。

こうした中で農地の貸借が1990年代に入って大きく進展する。1991年センサスでは借入地は553,011

ヘクタール(約136万エーカー、1960年の82.6万エーカーに比べると大幅増加)、農用地面積全体に対す

る割合は12.5%に、さらに2000年センサスでは借入地が832,362ヘクタールへ、農用地面積全体に対する

割合は18.7%にまで増加した。自作農制の国となり、日本と同じように農用地の圧倒的部分は自作地で

あったアイルランドでも1990年代に入って貸借が広く普及し始めたと評価できるであろう。

表20の上段は農用地面積規模別に借入農家割合と借入面積割合をみたものであるが、5ヘクタール未

満を別として農用地面積規模が大きい階層ほど借入農家割合、借入面積割合のいずれも高く、かつ1991

～2000年の間の増加ポイントも規模が大きい階層ほど大きい。農用地面積規模による差が1991～2000年

の間により強まったのである。大規模層ほど借入地依存傾向を強めているのである。第1章でみたよう

に1990年代に入って30～50ヘクタール層を境にして下の階層が大幅に減少する中でより上の階層が増加

する傾向を鮮明にしたが、それは中上層が借地の拡大によって規模を拡大してきたことによるところが

大きいと考えられる。
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表20農用地面積規模別・農業経営形態別借入割合

1990年代の借入地の動向でもう一つ興味深いのは、同じ表20の下段に示されている農業経営形態別の

借入割合の相違である。借入割合が最も高いのは耕種作特化の農家で、他のタイプの農家に比べて農家

割合でも面積割合でも際立って高くなっており、かつ1991～2000年の間の増加ポイントも大きい。作物・

家畜複合がそれに次いでいる。1戸当たり農用地面積が耕種作特化で突出して大きいこともあわせ考え

ると、この間の借地の拡大が耕種作で最も顕著であり、借地を集積して最も積極的に規模拡大を図って

きたのが耕種作特化であったことが分かる。この対極にあるのが羊特化と肉牛特化である。この両タイ

プは借入面積割合はそれぞれ14%、16%で耕種作特化の半分にも満たず、同時に1戸当たり農用地面積

も耕種作に比べると非常に小さい(2000年で耕種作特化の53.9ヘクタールに対し肉牛特化は24.2ヘクタ

ール、羊特化は31.9ヘクタール)。

なお、地域別の借入面積割合はレンスター21.7%、マンスター18.6%、コナハト14.7%、アルスター

18.7%でコナハトがやや低いのを別にするとそれほど大きな地域差はない。

5土地委員会の解散

1970年代後半からの土地政策の見直しをめぐる議論を経て土地構造改革に関する省際委員会の最終報

告では土地委員会の新しい土地機関への再編が勧告されたが、フィアーナ・フォール政権のもとで土地

委員会はそのまま存続した。しかし1982年12月にフィネ・ゲール(と労働党との連立)政権に代わり結

局1983年土地委員会の土地買収事業は中止された。さらに1992年土地委員会(解散)法が制定され、1999

年3月土地委員会は最終的に解散となった。土地委員会の資産と機能は農業・食料省に引き継がれ、土
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地委員会の職員も農業・食料省に移った。

土地委員会の解散後も土地委員会が抱えていた土地は残るとともに、なお残っていたかっての土地委

員会の土地配分や再整備事業にかかわる土地年賦金の徴収は継続された。2004年土地法案は、これらの

土地年賦金について200ユーロ以下の年賦金は免除することとし(4,200人が該当)、さらに200ユーロを

超えるものについては25%減額での繰上げ返済を認めることとした(2,400人が該当)。

この他2004年土地法案では1965年土地法およびそれ以前の土地法での規定により、農地の貸付・再分

割について土地委員会の許可を必要としていたのを、既にそれが形式化しているとしてこれを廃止する

こととした(それまで年間15,000人以上が許可を求める手続きをしていた)。

さらに2004年土地法案はかねてから問題にされてきた、EU国籍でない人のような有資格でない人が農

地の権利を取得しようとするときは事前に土地委員会の許可を得なければならないことを規定してきた

1965年土地法第45条もついに廃止することとした(73)。

6結び

以上アイルランド独特の土地政策の実施機関である土地委員会の軌跡をたどる形で独立アイルランド

における土地問題と土地政策の展開をみてきたが、最後にアイルランドの土地政策の展開の特徴を整理

しながらこれまでの検討結果を要約し、いささか冗長に過ぎたきらいのあるこの稿の結びとしたい。

(1)アイルランドにおける土地政策の展開の特徴としてまず第1に指摘されることは、それが土地委

員会という強力な司法、行政権限を有した機関によって長らく担当されてきたこと、およびその土地委

員会が強制収用権限も行使しながら「非小作地」を買収し、それを零細農家や土地なし層等に分割・配

分することが事業の中心になってきたことである。いわば市場を通してではなく政府機関の直接介入に

よる土地の再配分(=土地構造の改革)を土地政策の中心にすえてきたわけである。

その再配分の方向が当然問題となるが、土地委員会は所有者が不在になっている土地や又貸しの土地、

空いている(vacant)土地、低利用(underwork)の土地、充分な雇用(adequate employment)を提供

しない地所(estates)を買収の対象とするとともに、零細農家(uneconomic holdings)や土地なし層

を主な配分の対象とした。いわば大規模農場→零細農家等への土地再配分である。この再配分を通じて

の零細農家等の自立可能な規模(viable units)への底上げが目的だったといえるであろう。実際に農

用地面積規模別の農家の動向で下層と最上層が減少し、中間の階層が増加しているのは、このことも一

つの要因になっているとみることができよう。

また土地委員会の土地再配分では稠密問題の救済の一つの方法として「稠密地方」から他の地域への

移住入植を行うことも多かったが、そうした方法をとった背景の一つに当時大きな問題になっていた国

外移住の流れを食い止めたいという政府の意図もあった。

アイルランド、とくに西部地域では農地の分散錯圃も大きな問題になっており、土地委員会の事業で

はその統合・整理が土地の再配分と結びついて取り上げられることも多かった。日本でのかっての耕地

整理事業や圃場整備事業、交換分合事業等を想起させるような土地の区画整理である。

(2)アイルランドでは何故土地委員会が土地政策の実施機関となり、こうした土地再配分が取り組ま

れたのか。これについて充分答える用意はないが、あえて言えば、前者については土地委員会も含めて

イギリス支配時代から進められてきた土地改革を引き継いだという歴史的文脈をあげることができるで

あろう。イギリス支配時代の土地委員会は土地改革の実施機関の一つで、主に小作制度改革、とくに裁

定地代の設定を行う機関であったが、独立後には小作地だけでなく、非小作地も含めて強制収用の権限

等も付与されて土地政策全般を担当する機関として強化されてきた。
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後者の点については、独立前後のアイルランド農村では零細農家および土地なし層が広範に存在し、

これらの層の土地要求が非常に強かったこと、そしてこれらの層による放牧地の占拠、建物への放火等

騒乱状況も生じ、社会的に不安定な状況にあったこと、したがって独立後の政権が農村秩序の回復・安

定を図るためにも自作農創設をより徹底した形で進めるとともに、これらの層の土地要求にある程度応

える形での稠密問題救済、零細農家等への土地配分を進めざるを得なかったことがあげられるのではな

いか。再配分のための買収の対象として土地改革、自作農創設では対象とならずに残った低利用の大規

模牧畜農場を主とする「非小作地」が当時なおかなり存在したこともあげられるであろう。ちなみに1932

年からクマンナ・ゲール政権に代わって政権についたフィアーナ・フォールは1926年の創立時の綱領に

「大規模牧畜農場の分割とそれの若い農民や農業労働者への配分」を掲げていた。

こうした当時のアイルランド農村の社会状況のもとで土地委員会による零細農家、土地なし層等への

土地再配分事業が、農業省の農業政策からはある程度独立した立場から社会政策や地域政策的な意味合

いもあわせもって取り組まれたとみることができよう。

(3)土地の再配分の内容・性格は時代とともに変化したが、政権の相違によってもある程度相違がみ

られた。非小作地の買収、分割・配分事業が最も昂揚したのは、当初「強硬な民族主義」の立場にたち

農村部、小規模自作農を支持基盤としたフィアーナ・フォールが政権についた初期であった。その時期

にはまた土地なし層への土地配分も比較的大きな比重を占めていたことは注目されて良いであろう。フ

ィアーナ・フォールはしかし、その後支持基盤を都市部にも拡大し、国民政党化を進める。それととも

に土地なし層への土地配分は次第に狭められ、閉ざされていく。

(4)農地の取得方法についての調査結果から農家の土地取得における土地委員会の土地再配分事業の

位置をうかがうことができる。それによれば、1950～77年の間の農家の追加的土地取得(=規模拡大)

においては土地委員会は下層において、地域としては「稠密地方」のコナハトでかなり大きな割合を占

めている。事業の効率性は別として土地再配分としてみれば土地委員会は下層、「稠密地方」に対しては

非常に重要な役割を果たしたことが確認できる。

(5)しかし、1970年代に入ってアイルランド経済の成長やEEC加入、それらにともなう農産物価格と農

業所得の上昇、さらにそれを大きく上回って激しく進んだ農地価格の上昇等の中で土地政策の見直しの

必要が提起されてくるようになる。土地政策の目的も零細農家への土地配分、自立可能な規模への底上

げから、土地の有効利用に変化し、零細農家の統合=大規模経営の育成が議論されるようになってくる。

かかる状況の中で土地委員会による土地の再配分事業の意義や効果、さらには土地委員会自体の存在も

問われるようになってくる。1976年に設置された土地構造改革に関する省際委員会の最終報告はそうし

た方向にそって土地委員会による土地政策の大幅見直しと土地委員会自体の再編を提起したものであっ

た。

(6)1年未満の短期貸借については従来から小作地としては扱われてこなかった。土地委員会は、1950

年代末頃までにはそうでない貸付についても事実上認める方向に転じていたが(申請があれば許可)、独

立後のアイルランドでは貸借の実態としては長らくconacreないしはeleven months lettingsと呼ばれる

短期貸借がほとんどであった。それはかなりの高地代であったが、そうした短期貸借を年々更新するこ

とで多くは事実上長期貸借となっていた。

この農地貸借は、借入面積割合が長らく10%に満たない低い水準にとどまっていたが、1990年代に入
って、経済の急成長にともなう農外の就業機会の増加による下層農家の離農と兼業化の中で大きく増加

し、1991年には10%を超え、2000年には20%近くにまで達した。この間政府・土地委員会はEUの早期引

退スキーム等を導入しながら土地の流動化と長期貸借の促進に力を入れてきたが、短期貸借がなお主体
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となっている。

(7)土地構造改革に関する省際委員会報告での土地委員会の土地買収事業の見直しと新しい土地機関

への再編という勧告はその当時のフィアーナ・フォール政権には受け入れられるところとはならなかっ

たが(政府白書「土地政策」)、しかし結局1983年に土地委員会の土地買収事業は中止され、さらに土地

委員会自体も1999年に解散となる。そして残された機能や業務等についても2004年土地法案によって最

終的な整理が行われることになった。

こうしてアイルランドの土地政策において極めて大きな位置を占めてきた土地委員会は80年近く(イ

ギリス支配時代も含めれば120年近く)に及ぶ長い歴史を閉じることになった。土地委員会の消滅は、ア

イルランド農業における土地問題の比重が大きく減じ、そこでの政府の役割も小さくなったこと、ひい

てはアイルランドにおける農業、農村の比重が、さらには農政自体の役割もマイナーなものになってき

たことを示すものといえようか(74)。

注

(1)O'shiel【1944】p68～70

(2)最近のアイルランドの農業・農政の動向については田畑保【2005】参照。

(3)Economics and Plnning Division of the Department of Agriculture and Food【2004】

(4)松尾はそれをイギリス資本主義に組み込まれたアイルランド経済の対英依存性、アイルランド農業の植民地的性

格として特徴づけている(松尾【1987】第2章)

(5)斎藤はこの点について「イギリスの輸入穀物のなかでアイルランド産品が占める割合は18世紀末には2割程度で

あったが、1780年代以降穀物奨励策によって増産体制に拍車がかかり、1830年代半ばになると実に輸入穀物の8割

をアイルランド産品が占めた」(斎藤【2005】p33)と指摘している。

(6)前掲松尾【1987】第2章では、家族労働力を燃焼可能な農地と牧畜を保有しているか否か、雇用労働力、家族労

働力のいずれに基本的に依存しているかを基準として19世紀中葉のアイルランドの農業経営を階層区分し、100エ
ーカー以上を雇用労働力を基本とする経営、30～100エーカー層を家族労働力経営、5～30エーカー層を兼業農家

層、5エーカー未満層を土地持ち労働者と規定している。

(7)例えば"Agricultural Statistics 1960"によると、0.25～1エーカー層の1エーカー以上の農家数に対する割

合はレンスター44%、マンスター33%に対しコナハト5%、アルスター11%で、雇用労働依存型の経営が一定の層

をなして存在していると思われるレンスター-、マンスターでは農業労働者の主要な給源をなすと思われる0.25～1

エーカー層の比重も非常に大きいのに対し、コナハト、アルスターでは小さい。

(8)本多【1973】

(9)澤村【1927】P187。澤村は当時のアイルランドの小作制度の特徴として「不定期小作多きこと」、「不在地主多き

こと」、「又小作多きこと」、「小作料を盛に増徴せること」、「小作地改良に対して賠償を支払わざること」、「小作

権売買の自由なきこと」をあげている。

(10)本多【1994】は、グラッドストーンのアイルランド政策について、既存の土地所有制度の枠内でのアイルランド

土地問題の解決を図ろうとした政策意図と、それがもたらした現実的諸結果とは区別しなければならないことを指

摘している。

(11)高橋【1997】P70～71

(12)大正末期に農商務省農務局農政課長石黒忠篤の主導のもとで小作立法の立案の作業を進めていた農政課小作分室

では、アイルランドの土地改革に注目し、アイルランド土地立法の研究を行っていた。この小作分室にも所属して

いたことのある澤村康による澤村【1927】、澤村【1929】はその成果である。1920年代の石黒農政下のアイルランド

土地法研究については松尾【1987】第4章参照。

なお、石黒等による小作立法の狙いは地主側の執拗な抵抗で挫折し、地主による土地売り逃げとも評された矮小

化された部分的な自作農創設維持政策にとどまらざるをえなかった。戦前期の日本の土地改革の試みとアイルラン

ドのそれとは、(敗戦後のアメリカ占領軍の主導の下での農地改革とは一定の共通面を有するが)様々な意味で対
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照的である。

(13)「相當小作料の決定と謂ふこと従って又、徹底せる小作制度の改革と謂ふことは夫れ自身に意味があるばかりで

は無く自作農創定政策の先決要件を為すと謂ふ点に於いて夫れ以上の重大なる意味を有する」(澤村【1927】P206)。

(14)「小作地として利用されずにある共同牧場、秣場等の類」(澤村【1929】P14)

(15)高橋【1997】Pll1～112、澤村【1927】P269～276。

(16)農業不況の影響等もあって農村労働者の間では土地の取得が生活水準向上の唯一の頼るべき手段と見なされるよ

うになっていた。またそのようななか西部のレイトリム県の農村からは10エーカー以下の零細農家が近隣のある地

主の非小作の放牧地の購入を要求して拒絶される等の動きが農務省に伝えられていた(Daly【2002】P112)。

(17)松尾【1987】第5章p262。

(18)Brandenburg【1932】P279。なおクマンナ・ゲール政権の農業相パトリック・ホーガンは1923年5月の議会で1923

年土地法案の主な目的について「1870年に始まり、前世紀後半からずっと続き、なお終了していない事業を完了さ

せることである」と演説している(Dooley【2004】p57)。

(19)政治的・社会的不安定の時代に1923年土地法の制定の成功によってパトリック・ホーガンは農相としての力を得

ることが出来た。大規模農は将来の土地再分割のおそれから投資を手控え、小規模農は農耕に精を出す代わりに空

想的な解決を夢見ていたために、この法律がなければ他の農業政策を進めるのは非常に困難だった(Daly【2002】

P117)。

(20)澤村【1929】p9～15、高橋【1987】P193～195参照。

(21)このアイルランド自由国の土地購入債権はイギリス政府の保証を受けている(イギリスの1924年アイルランド自

由国土地購入(融資保証)法とアイルランドの1925年土地債権法)(高橋【1987】P195～196)。なお、この1923年土

地法制定に先立つ1923年2月、クマンナ・ゲール政権の首相コスグレープ、農相パトリック・ホーガン等がロンド

ンに赴き、イギリス政府と交渉し、イギリス支配時代からの自作農創設のための年賦金をアイルランド政府が引き

続き徴収してイギリスに支払うことを約束するとともに、アイルランド自由国が発行する土地債権等に対するイギ

リス政府の保証を取り付けた。当時はこの事実の詳細は公表されなかった(Daly【2002】P113)。

(22)なお北アイルランドについても1925年に北アイルランド土地法を制定してアイルランド自由国の場合と同様の方

法によって北アイルランド土地購買委員会を設け、残されていた総ての小作地を強制収用し、それを従来の小作人

に年賦で売却することとした(澤村【1929】P28～32)。

(23)高橋【1997】P195。

(24)1932年選挙に敗北し野党に退いたクマンナ・ゲールはその後フィネ・ゲールに再編されるが、このフィネ・ゲー

ルとフィアーナ・フォールとが現在に至るまでアイルランドにおける二つの主要な政党として交互に－ときには労

働党との連立も組みながら－政権を担当している。

(25)松尾【1987】第7章及びテレンス・ブラウン【2000】P159～192。なお、1930年代に風靡したこうした民族主義

は、第2次大戦期の中立政策とも関連した「非常時」によって先延ばしされながらもその後変質し、フィアーナ・
フォールも国民政党化し、1950年代後半からアイルランド政府は対外開放、外国企業誘致を基軸とする工業化政策

を打ち出すにいたる(松尾【1985】、松尾【1987】b)。

(26)農業のような特定のセクターよりも地域開発に集中する相対的メリットと不利性、および土地改革と農業開発と

の入り組んだ関係は1922年以降ずっと困難な問題となつていた。しかしゲールタハト(ゲール語を日常語として用

いている地域)や稠密地方の経済開発の責任を他の省に押しつける決定は、農業は貧困や国外移住の救済の手段で

あるよりはまずはビジネスであるという農業相ホーガンの信条と一致するものであった(Daly【2002】P103～104)。

(27)Daly【2002】p549。なお農業省の年次報告等で土地政策や農業構造政策が重要課題として取り上げられるように

なるのは"Agri Food 2010"のレポートが出されて以降のことである。"Agri Food 2010"については田畑【2005】

参照。

(28)Brandenburg【1932】P281。Brandenburgもこの時点での土地収用の進捗は不満足な状況にとどまっていたと指摘

している。

(29)Irish Land Co㎜ission, Annual Reports【1987】

(30)IrishLandConnission,AmualReports【1972】

(31)土地相のエアスキン・チルダーも既に1957年4月の演説で「1930年代には大規模の不在地主が所有する非小作地
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地所を買収することが出来たが、今はそれが難しくなってきている。買収する地所の平均規模は1936年には260エー

カーだったが、今は90エーカーになった」と述べている(Sammon【1997】p249)。

(32)0'Sullivan【1970】p148～149。

(33)Inter-Departmental Committee on Land Structure Reform【1978】P33～34及びDooley【2004】P173～174

(34)Sammon【1997】p290。

(35)Dooley【2004】P106～108。

(36)1962年フィアーナ・フォール政権の土地相マイケル・モランは、1人の土地なしの経営の新設に必要な40エーカ
ーは3つないし4つの零細農を経済的レベルに前進させるのに充分である、と演説し土地なし層への土地配分に門

戸を閉ざそうとしていた(Sammon【1997】P253)

(37)Dooley【2004】p142。

(38)これらの経過についてはSammon【1997】p249-251。

(39>Inter-Departmental Committee on Land Structure Reform【1978】p35～40。

(40)前述のようにフィアーナ・フォール政権初期には土地なし層の優先順位は高かったが、このレポートがまとめら

れた時点(1978年)には土地なし層は最後に来ていることに留意しておきたい。

(41)応募者が非常に多い場合や配分する面積が限られている場合は(200エーカーの地所に100ないしそれ以上の応募

者があることもある)半径0.5マイル以内に応募者の調査を制限することもある(Sammon【1997】P243)。

(42)0'Sullivnn【1970】p152。

(43)Inter-Departmental Committee on Land Structure Reform【1978】p40。

(44)0'Sullivan【1970】p146～148。

(45)Sammon【1997】P226。

(46)Dooley【2004】P146～152。

(47)ゲールタハトとはゲール語(アイルランド語)を日常語として用いている地域のことで、稠密地方のなかでもと

くに辺境の地域に分布している。独立後のアイルランド政府はアイルランドのアイデンティの確保ともかかわって
一貫して学校教育その他でゲール語の普及に力を入れるとともにゲールタハトの保護にあたってきた。しかしゲー

ル語を日常語として用いている人口は減少し、現在は数%程度とみられている。ちなみにフィアーナ・フォールは

前述のように移住入植に稠密の救済、国外流出への歯止めの役割の他にゲール語の保存、普及の役割をも見いだそ

うとしていた。

(48)Dooley【2004】p160～162、およびSammon【1997】p162～168。原資料はThe Report of the Land Commissioners,

1953

(49)Sammon【1997】P169～173。原資料はThe Report of the Land Commissioners,1954(50)松尾【1991】P61～

62。

(51)Irish land Commission【1971】P6～7。なお、松尾【1991】では1981年の土地委員会の内部文書によるものとし

てこれと同じ内容を紹介し、それをもって1980年代半ばになって土地委員会が入会権者の多数が分割を希望するな

らば強制的に分割するという政策に転換する、その前提が準備されたことを示すものとして評価しているが、土地

委員会のこうした方針は1971年に既に存在していたことに留意しておきたい。

(52)Irish land Commission【1971】P8～9。

(53)詳しくは松尾【1991】参照。

(54)Commins【1982】p222～224。

(55)Dooley【2004】P193～194。

(56)「発展農民」(Development Farmers)とは6年の期間で工業部門との「同等所得」(農民が居住する地域での非

農業部門の平均所得と同等の労働単位当たり農業所得)の目標を達成できる農民(Commins【1982】P221)。

(57)例えば、Irish Farmers Journalの編集者のDes Maguireは「発展農民」への土地配分ではなく、未だに稠密問題

の救済を主目的にしているために土地委員会のアプローチの仕方が誤っていると土地委員会を厳しく批判し、今求

められているのは土地の流動性を高めること、その鍵は土地市場を規制することではなく、早期の引退・相続と長

期の貸借とを結びつけることであると主張している(Maguire【1983】)。当時の中上層の農民の要求を反映した主張

とみることができよう。



アイルランドの土地問題と土地政策 167

(58)Daly【2002】P423～425。

(59)この節は専らInter-Departmental Committee on Land Structure Reform【1978】による。

(60)アイルランドでは土地を売りに出すとき、農地の場合でも新聞等に広告することは普通に行われている。筆者が

アイルランドに滞在していたときも、農民向けの週刊紙"Irish Farmers Journal"に農場売却の広告が掲載されて

いるのをよくみかけた。競売にかけられることもしばしばあるようである。なお、1930年代のアイルランドのキル

デア県のある農村の1年間の日常生活を描いたスティーヴン・リン著(笠井逸子訳)『グリーンフィールズ　アイル

ランド田舎日誌』(新宿書房、1999年)にも近くの農家の土地が競売にかけられ、それを仲間と見守る場面が描かれ

ていて興味深い。

(61)相続、経営継承の早期化と若い人の就農、土地拡大の機会の増大はこの報告に限らず多くのところで取り上げら

れている課題である。農家の相続の遅れと晩婚ないし非婚がアイルランド農業の重要問題と見なされてきたからで

ある。親から子への所有権移転の年齢は、P.ComminsとCarmel Kelleherの研究によれば、64歳以下が23%に対し、

65～69歳20%、7～74歳28%、そして75歳以上が実に30%と非常に遅い(ConninsandKelleher【1973】)。また晩

婚、非婚についても、45歳以上の未婚男子の割合が1926年12%に対し1971年22%と高まっており、しかも経営規模

が小さいほどこの割合が高くなる傾向にある(1～15エーカー層で実に31%)。

(62)以下は主としてGovernment【1980】による。

(63)Commins【1982】p228～229。

(64)なお、P.W.Kellyは、土地政策の目的に関し土地構造改革に関する省際委員会報告の「国の土地資源の相当の

割合が低利用かつ低生産性の状態にある限り、農業は経済の発展にふさわしい貢献が出来ていない。このことは総

ての土地が将来できる限り生産的で効率的に使用されることを確実にする方向に新しい政策を向けていくことに

明快な理由を与えるものである」という文章、及び政府白書が「有効な土地政策は土地利用からの可能な最も高い

収益を確実にすることによって国の経済目的を説明しなければならない」の文章を引用し、土地政策の目的が自立

可能な農家の確立から土地の有効利用に変化していると思われると述べている(Kelly【1983】Pl70～171)。さらに

またCommins【1983】は農地貸借について農業政策全体との関連で総括的な検討を加え、農地貸借は、土地の有効利

用と土地の流動性を高めるための統合された政策の一つの方法であると結論付けている。

(65)Commins【1982】p230。

(66)この調査はAN FORAS TALUNTAIS(農業研究所)という国の研究機関が行っている農業経営調査に参加している農

家に対して行った調査(1977年)で回答農家数は1,144戸である。なおこの節のデータはKelly【1982】による。

(67)Kelly【1979】

(68)Drudy【1982】p202～203。

(69)Kelly【1988】

(70)19世紀後半地主による土地取り上げ、小作農民追放をともないながら穀作から牧畜への転換が進んだとき、牧畜

業者は小作農民からの土地取り上げによつて拡大した非小作地を短期貸借で借り入れ、放牧地を拡大した。"eleven

months system"の展開はこうした「非小作地」の貸付の拡大から生じた。この非小作地は1906年には260万エーカ
ー、全農地の10%にも達し、コナハトやミ一ズ県等のレンスター北部ではその割合がとくに高かった(Jones【1983】

P396～397)。

(71)以下はKelly【1982】による。

(72)Conway【1986】。なおConwayは早い時期から農地貸借の重要性に着目し、農地貸借、とくに長期貸借を促進する

ための農地貸借システムのあり方について論じている(Conway【1972】)。

(73)第2次世界大戦前にはアイルランド国籍以外の人の土地購入についての制限はなかったが、第2次世界大戦後UK

での税法改正によりアイルランド国籍を持たない人のアイルランドでの土地購入が増加し、それに対する土地取得

を希望する零細農家からの強い抵抗があって1965年土地法にこの規定が設けられた。以上の点も含め2004年土地法

案については同法案に対する大臣説明メモおよび農業・食料省の議会説明文書による。

(74)2004年末に発表された農業・食料省の委員会報告"Agri VIsion 2015"で、公的な農業政策はもはや国が農村の

発展を図る主要な手段ではなくなったという基本認識を示すにいたったことについては、田畑【2005】参照。
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付表1土地委員会による非小作地の配分面積(1923～1978)



付表2土地委員会の非小作地の配分の配分先別内訳


