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はじめに

本稿の課題は,1960年代初頭以降の農業構造政

策の推進過程とそれに伴う農地制度の展開の軌跡

を日仏比較の視点から跡づけ,彼我の間でどこが

どう違ったのかを探ることにより,日本の政策と

制度に内在する問題点と課題の一端を明らかにす

ることである。検討に際しては,構造政策の政策

論理と農地制度の発展的な展開のプロセスがより

明瞭にみてとれるフランスの場合をベースに置

き,それとの対比で日本の場合の特徴を考えると

いう方法を採用する。

ただし,限られた紙幅のなかで半世紀にわたる

その軌跡を,両国について鳥瞰しようとするので

あるから,その考察は,自ずから達観的で,ある

意味での粗雑さを伴ったものとならざるをえな

い。その考察の基礎となる事実や分析の詳細につ

いては,折に触れて注記する拙稿を参照されたい。

表題中に「構造・経営政策」という言葉を掲げた

のは,フランスの構造政策と農地制度の論理や内

容ならびに機能を的確に理解するためには,「経

営:exploitation」という概念を持ってものをみ,

考える視点が不可欠だからである(ただし,本文

中では,単に構造政策とのみ表記する場合も多

い)。

なお,フランスの構造・経営政策,広くは農政

全般を理解するうえでは,その背後にあるEC/

EUの共通農業政策(略称は英語ではCAP,仏語

ではPAC)に目を配ることが不可欠であり,そ

の必要度も,年を追うにつれて強まってきている。

とくにアジェンダ2000の公表以降の時期について

は,EC/EUの政策の動きと内容を知らなけれ

ば,フランス農政の動向を正確に理解することは,

大変にむずかしい。しかし,この小稿でそこまで

検討することは,実際上,不可能なので,本稿の

考察の範囲は,基本的には2000年以前までの時期

に限定する。フランスの構造政策の基本的な枠組,

内容とその推進を支えた農地制度の改正・整備は

1980年代まででほぼ完了しているから,そのよう

な限定を加えた場合にも,本稿の所期の課題は,

十分に果たしうるであろうと考える。

Ⅰ構造政策の起動・推進と農地制度の

再編・整備

1.前提と背景

日仏それぞれの戦後改革と農業構造問題

日本での構造政策登場の重要な前提と背景の一

つに,戦後の農地改革と農地法下の自作農体制が

あったことは,周知の事実である。それによる農

業構造の固定化と生産性の伸びの遅さ,他方での

高度経済成長の開始と農工間の所得格差の拡大,

開放経済体制への移行を踏まえた高度成長政策に

適合的な農政再編の要請などの諸要因が,1961年

農業基本法=旧基本法の制定を促した。

フランスでの戦後改革は,戦前から強く求めら

れていた農地賃貸借制度改革であつた。全農地の

40%強を占めた小作地の存在を前提として,その

賃借権を民事の特別法=1945・46年「小作関係規

則」法で抜本的に強化・安定化させたのである。

その際左翼勢力の強い影響下で,北部の富裕な

借地地帯の借地農が求めた「譲渡可能な賃借権」

の強化方式(「耕作所有権」方式)を排除し,中

小の小作・自小作の家族経営の存在を念頭に置き

ながら,譲渡禁止の原則の下での賃借権の保護・

強化方式を採用したこと(中心は,最短期間9年
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の法定と更新権の付与=地主側の更新拒絶権の制

限である),また,同法をめぐる紛争を身近で解

決させるため,地主・小作の代表者が参審する簡

裁クラスの小作関係同数裁判所を設置したこと

も,特記しておきたい。小作料は,1939年9月の

水準(大戦開始時点の通常の小作料水準)を基準

に,現物で定めた小作料の換金納方式で統制され

た。そして,この制度改革と関係の制度は十全の

機能を発揮した(1)。

しかし,賃借権としてであれ,現存借地農の耕

作継続の権利と経営の安定性が強固に保障されれ

ば,やはり農業構造の固定化が生じる。1950年代

半ばから高度経済成長が始まるのはフランスでも

同様であり,生産性や所得面での農工間格差の拡

大等が問題となる一方,ECの共同農業市場のな

かでのフランス農業の地歩の確立も要請された。

そうした状況下で,日本より一足先の1960年に「農

業の方向づけの法律:Loi d'orientation agricole」

が制定される。以下では,この「方向づけの法律」

を便宜上,「1960年基本法」または単に「1960年法」

と略称するが,その性格や内容は日本の基本法と

は大きく異なるものであったことは,のちに触れ

よう。

2.構造政策の論理と目的

背景と問題状況の類似性からも予想できるよう

に,構造政策の論理と目的の面では,日仏の基本

法には大きな共通性が存在した。フランスの基本

法も参照しながら制定された日本の基本法の内容

については,あえて記すまでもないと思うので,

フランスの場合について,基本的な点を確認して

おこう。

1960年基本法が定めた構造政策の目的は,一言

でいえば,家族経営の規模拡大と近代化・機械化

による生産性の向上を通じて農業と他産業との間

の所得・生活水準の均衡=パリテを達成すること

である。「パリテの確立」が第1条1項の冒頭に

掲げられていることも含め,それらのことは,す

べて法文中に書き込まれていた。経済の高度成長

による農業労働力の流出=農外での吸収と農家戸

数=経営数の減少,それに伴う農地流動化の見通

しが,その政策論理を基礎づけていた。目標とさ

れた経営モデルも,経営規模の絶対値こそ違え(フ

ランスの1955年の平均経営規模は14.23ha),日本

で言う「自立経営」とほぼ同様の性格・内容の「近

代的な」「家族」「経営」であった(2)。「近代的な」

という言葉は「家族」と「経営」の双方にかかるが,

それは,日本でも理念的には同様であったと言え

よう。また,そのような家族経営の協業・共同化

による一層の効率性の追求という方向も,あわせ

て掲げられた。存続可能な形――少なくともEC

域内での競争力を持つ形――で残っていく家族経

営の世代的承継への配慮も,当然に視野に入って

いた。ただ,日本の「自立経営」が基本的には自

作型の発展モデルにとどまっていたのに対して,

フランスでは当初から,自小作型もしくは借地型

の発展モデルが追求されていたことは,明らかな

相違点である。それぞれの戦後改革の内容の相違

がここにも表れていたのである。

3.具体的施策の整備と農地制度の改正

フランスの場合

(1)1960年代

フランス農政は,1960年基本法の制定と同時に,

構造政策推進のための具体的施策と所要の措置

を急速に整備していった(3)。その点に関しては,

フランスの「方向づけの法律」=「基本法」は,

単に政策の理念,目的,枠組などを抽象的に定め

るだけの法律ではなく,その目的実現のための私

的土地所有権への政策的な公的介入を根拠づけ,

その具体的な介入手段と制度を直接的に整える法

律であることを知っておく必要がある(4)。事実,

次にみる関係制度のかなりのものは,1960年基本

法の中に登場し,同法では処理しきれなかつた事

項(例えばSAFERへの先買権の付与)や制度に

ついては,1962年に〈1960年基本法を「補完する

法律」〉が続けて制定された。この1962年補完法

も1960年基本法と一体をなすものと理解され,そ

の両法の規定(条文数も日本の基本法より格段に

多い)を中核におきつつ,関係の制度が一連の立
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法で急速に整備されたのである。農地制度の面か

らみて主要なものをあげれば,以下のようである。

1)農地賃貸借特別法の整備・強化

1960年法自体によるものを含め,一連の制度改

正が1970年の長期賃貸借制度(当初期間が18年以

上)の創設まで続く。特徴的な点としては,①賃

借権の安定・長期化と,②借地農の資本投下の助

長(改良施行権と有益費償還請求権の強化)を進

めつつも,③賃借権譲渡は厳格に禁止したこと,

④引退年齢(当時は60歳)以降の更新権の行使を

否定して世代交代を図ったこと,などがある。⑤

なお,③と④は,強化された賃借権が「価値権原

化」(財産権化)することを阻止する意義も持つ。

そして,こうした制度整備のもとで,農地面積中

の借地率は,規模拡大に寄与しつつ,順調に増大

していった(2005年の小作地率は76%に達する)。

2)SAFER=土地整備農事建設会社の創設と

先買権の付与(1960年法・1962年補完法)。

全国にわたって20数社が設立され,自作地有償

移動(すべて事前の届出義務を負う)に公的に介

入して農地を取得し,中間保有する農地や農場を

整備・建設したうえ,規模拡大する経営などの望

ましい農業経営者に再譲渡した。先買権も頻繁に

行使され,必要な農地の確実な取得,望ましくな

い買い手の排除投機的な価格での農地売買の規

制(先買価格は,収用に準じて収用裁判官に決定

させることができる)に寄与した。年とともに累

積するSAFERを介した農地移動の総量は膨大な

ものとなり,SAFERは,構造政策推進の最重要

な機関の一つとして決定的な役割を果たした。

なお,農地の基盤整備(とくに地片規模の拡大

や集団化)に関しては,1960年から個別法により

交換分合制度の抜本的な整備が進められた。これ

は,上記のSAFERの活動を補完・補充する意義

も有する。大量の農地を所有するSAFER自身も,

その事業の当事者となりうるのである。

3)農地の転用価格と地価上昇の抑制措置

高度経済成長下での都市的土地利用の拡大に伴

い,フランスでも1950年代半ばから60年代には,

一般的な地価上昇の下で農地転用の増大と転用価
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格の上昇が大きな問題となった。そのため,都市

サイドの土地法制でも「土地投機との闘い」が重

要課題となり,収用制度の改正と機能強化,都市

計画上の土地利用規制の強化,優先市街地開発区

域=ZUPや長期整備区域=ZADの制度の創設(い

ずれも地価の凍結と先買権を伴う)などが行われ

た(とくに1958年～62年)。1967年「土地利用の

方向づけの法律」による都市計画制度の確立(前

出注4)参照)は,そうした仕組みを包摂しつつ

実現されたのである(5)。

農地法制では,上記のSAFERの先買権のほか,

高速道路・新幹線等(日本と異なり,高架ではな

い)の線的公共事業や空港・工場団地等の大規模

開発に際し,大規模な交換分合事業を公費で強制

的に実施する手法が創設された(1962年補完法10

条と一連の関連法令)。必要な公共用地を共同減

歩・創設換地の手法で安価に取得すると同時に,

その後の農業経営の土地基盤を併せて整備したの

である。その適用対象は,1968年までの間に市町

村の公共施設用地等にも順次拡張されていく(6)。

要するに,農地にかかわる諸制度と諸施策が有

効に所期の機能を果たすためには,農地価格を適

正な水準に維持することが不可欠であるという考

え方が,フランスでは構造政策の起動時から確立

されていたのである。日本との決定的な相違点の

一つである。

4)離農終身補償金=IVD制度の創設(1962年

補完法とその後の関連法令)

経営主の世代交代と農地流動化を促進するた

め,引退年齢=60歳以上の農業者が経営移譲をし

た場合に,終身補償金を支給した。注意を要する

のは,その財源が全額国庫拠出・公的負担の「農

業構造整備社会活動基金」=FASASAによって

負担されたことである。国家政策上の必要により

現在の職業活動をやめること(または転換・離農

すること)を個人に要請する以上,それが当然と

考えられたのである(7)。そして,まさにその故

に,経営移譲(親子間でも第三者間でもよい)の

要件・内容は厳格に規律され,制度の具体的内容

も,必要に応じて逐次に多様な形で修正・変更さ
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れた(1986年には制度自体の廃止の方針が決定さ

れる)。この制度により老齢農業経営者の「引退」

という概念が制度上で確立し,その反面で「青

年農業者の」「一人前の経営者としての」「自立:

installation」という制度的概念が創出された。父

子間での経営移譲の場合でも「経営主の交替」は

裁然と明確化され,それは当然にも,「家族」と

「経営」の「近代化」に寄与した。フランスの関

連の制度・施策(例えば,後述する父子賃貸借,

GAEC=共同経営農業集団,青年農業者自立助成

金など)は,このことを前提としてはじめてよく

機能していることに注意しなければならない(8)。

日本でも1970年に農業者年金制度が導入される

が,その性格内容機能は,似て非なるものと

言わざるを得ないであろう。

5)農家相続特例規定の整備

存続可能な経営の世代的承継を確保するため,

1961年の民法改正で,相続に際して農業後継者に

農事資産を優先分与する制度の強化が行われた。

配偶者(父死亡後の母)も,その適用を受ける農

業後継者となることができる。さらに1964年には,

農事資産とくに農地を所有権レベルでは現物分割

しながらも,共同相続人と農業後継者との間の賃

貸借により経営の一体的承継を確保する仕組みが

法律上でも導入された。この仕組みの下では,父

の引退時に父子間賃貸借をしておきさえすれば,

父(および母)が生前に贈与分割(推定共同相続

人の全員の同意が必要)等の措置をしていない場

合でも,父(または母)の死亡=相続時に経営が

分割される恐れは,基本的になくなるのである。

なお,この後者の仕組みも,1)でみた農地賃

貸借制度の確立を前提とする。他方,日本では,

その前提自体が欠けているのである。

6)経営規模の変動規制

過大経営と過小経営の発生を抑制するため,

1962年に経営の兼併・併合の規制制度が整備され

た。この段階ではさほど重要な役割は果たさな

かったようであるが,フランスの構造政策には当

初から,適正規模の家族経営をより数多く確保す

るという政策理念があつたことを知っておく必要

がある。

7)農業生産法人制度(9)

家族経営の共同化によるより大規模な経営を法

人として設立させるため,1962年にGAEC=共同

経営農業集団の制度が創出された。もっぱら農業

経営のために創出された独自の法人制度で,日本

の農事組合法人に類似するところもあるが,多様

な規制(一人一票制,人数・雇用労働・事業範囲

の制限など)と,反面での特典(税制,頭割り=

透明性の原則。各構成員は,農業経営主たる資格

を失わない)がある。各構成員の借地をも含めた

農地利用の共同化にも特有の手法(無償での「利

用提供」)が用意され,金銭出資のない構成員(「勤

労」の出資者)も認められた。

設立認可と年次のコントロールに服するため

か,1960年代にはあまり利用されなかったが,

1970年代半ばから,父が現役の間に後継者を「共

同経営者」として「自立」させるための手法とし

て広く利用されていく。後継者の経営地は,多く

の場合に父子賃貸借で確保された。そして,父が

引退するまでの間に,経営資本も漸次的に後継者

に移譲されるのである。これが,フランスにおけ

る「家族農業経営の法人化」への重要な転機とな

る。

(2)1970年代構造政策の継続推進と一定の

修正への動向

1)1970年代前半期

上記のような諸施策・諸制度の整備のもとで構

造政策は顕著な成果をあげ,1970年代前半には,

その事実を踏まえた新しい動きが登場する。それ

は,簡単にいえば,規模拡大していく家族経営の

安定的発展とその存続・承継の道をより確実なら

しめようとする動向である。上の最後でみた,有

能な後継者を確保し早期に「自立」させるための

GAECの設立の増大も,その表れの一つであるが,

政策上の目立った措置としては,以下のようなも

のがあった。

まず,1970年の長期賃貸借制度の創設とGFA

=農業土地組合の制度化がある(10)。当初期間18
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年以上,24年以上,または引退年齢までという長

期賃貸借の設定を統制小作料の水準の上乗せや税

制優遇(地主の固定資産税の軽減)等で誘導・助

長するとともに,貸し手=地主側をGFAという

特別の組合法人に組織し,底地所有権の持分権化

と流動化を可能にしようとしたのである。もちろ

ん,大規模化する農業経営者の土地負担の軽減と

経営安定化の狙いも大きかった。多くの場合には,

相続後の農地を共同相続人が不分割で共有したま

ま「家族GFA」を設立し,農業後継者に長期賃

貸するという形で利用された。1976年の民法の不

分割の規定の改正も,それを後押しした。また,

1978年の民法の組合の規定の大改正によりSCEA

=農業経営民事組合という生産法人の設立が可能

となることも,ここで指摘しておく。多くは,や

はり相続後に家族員間で設立されるこの生産法人

は,現在では,フランスの農業生産法人の重要な

一形態となっている。

なお,この時期に土地負担の軽減と後継者によ

る経営の相続・承継の容易化を目指す制度が整備

されたのは,都市計画制度(1973年に都市計画法

典の編纂)や地価抑制の関連施策の整備・強化に

もかかわらず,1980年代の初頭までは,フランス

でも都市・農村を通じて地価上昇問題が持続して

いたことによる(ll)。

2)1970年代後半期

しかし他方で,1970年代半ばからは,以上とは

性質,内容の異なる別の新しい動向が登場する。

それは,一言でいえば,従来の構造政策の一定の

見直し・修正の動きである。すなわち,この時期

には,石油危機後の経済混乱が持続し,失業問題

(特に青年のそれ)が大きくなる一方,農業内部

では,農業人口(青年層を含む)の流出・減少に

伴い,山間地域や中山間地域での過疎化・高齢化

や担い手不足の問題が登場してきた。単に構造政

策で経営数を減らし規模拡大すればよいだけの話

ではないことが早くも認識され,まずは山間地域

その他の条件不利地域を対象として,特別の支援

施策が登場した。主要なものとしては,次の2つ

がある(詳細は後出注13)参照)。
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一つは,当初は山間地域での過疎化と高齢化へ

の対処策として1973年に登場した青年農業者の自

立促進助成政策である。これは,早くも1976年に

は全国を対象とする一般施策となり,今日まで続

く「青年農業者自立助成金:DJA」の交付制度を

登場させた。もう一つは,1972年に登場した,山岳・

条件不利地域への特別援助施策である。これは,

1975年にECレベルで条件不利地域の農業経営へ

の直接支払い制度が確立したのを受けて,1977年

にあらためて再整備され,今日まで続く制度とし

て確立した。

このような1970年代の動向(前半期と後半期の

双方を含む)の上に立って,1980年に第2番目の

「農業の方向づけの法律」による構造政策の一定

の修正と再編が行われることになるのである。

4.具体的施策の整備と農地制度の改正

日本の場合

(1)1960年代から1980年農用地利用増進法の制

定まで

1)1960年代

以上のようなフランスの状況と比べれば,日本

における政策推進体制の整備は,いかにも緩漫で,

かつ,内容的にも不十分なものであった。1961年

基本法に伴う具体的な施策や制度改正の概要と特

徴を,都府県の土地利用型農業を念頭においてご

く簡単にみてみれば,以下のようである。

①農地制度改正に関しては,旧基本法の制定過

程から種々の議論がなされたが,1962年農地法改

正で農協の農地信託,農業生産法人制度の創設,

権利取得の上限面積制限の部分的緩和がなされた

のみであつた。その生産法人制度も,課税問題に

端を発して作られたもので,構造政策の推進手段

として政策的に後押しされることはなかった。他

方,②圃場整備・基盤整備事業は多額の予算を投

入して推進され,機械化の進展に寄与したが,③

必ずしもそれが規模拡大につながることにはなら

ず,規模拡大が生じるときにも,請負耕作とかヤ

ミ小作の形で進行した。また,④基盤整備と機械

化が,兼業依存を強める中小農家の稲作継続を可
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能にする意味をもったことも重要である。⑤そし

てその背後には,生産者米価の高い支持水準に加

えて,転用価格の高騰に起因する農地価格の不断

の上昇とそれに伴う農地の資産保有化があった。

しかし,⑥転用価格や農地価格の上昇を具体的な

制度によって抑制すべしとする発想や具体的な動

きは,農政の表舞台には登場していない。1966・

67年に農地管理事業団法案が議論された際には,

事業団による取得価格の問題が当然に意識された

はずだが,フランスのSAFERの先買権のような

仕組みは,"日本ではとても無理な話"として,

当初から論外とされたようである。⑦日本でも

「高地価問題」は常に議論はされたが,結局は"需

要供給論"(つまりは宅地供給の量的拡大論)の

論理で対処され,1968年都市計画法の線引制度や

1969年農振法の農用地区域の制度も,農地価格の

上昇の抑制という点では特段の実効性を持つこと

はなかった。⑧後継ぎ問題も,種々に議論されは

したが,1964年の生前一括贈与の税制特例以外に

は,具体的な施策は登場しなかつた。

2)1970年代(12)

1970年農地法改正は,こうした状況を所与の前

提として受容したうえで行われる。この改正は,

①農地保有合理化法人の制度化で「拡充された自

作農主義」をなお追求しつつも,②賃貸借規制の

大幅緩和と小作料統制の廃止・標準小作料制度へ

の移行とにより,賃貸借による農地流動化・規模

拡大の方向に大きく舵を切った。③農業生産法人

についても大幅な要件緩和が行われ,④権利取得

の上限面積規制は単純に廃棄された。⑤農地耕作

者主義の原則を明示の規定で確定しておきさえす

れば,適正経営規模の観念は不必要と判断された

のであろう。あわせて,⑥農業者年金制度も創設

されたが,年金保険制度の仕組みを借りたその制

度が,実質的な内容の点ではフランスの離農終身

補償金制度とは似て非なるものであって,所期の

機能を果たしえなかったことは,先に指摘した通

りである(のみならず,保険制度としては当初か

ら"将来の破綻"を運命づけられていたことにも

注意を要する)。

1975年の農用地利用増進事業=農用地利用権制

度は,その前提のうえで,かつ,農地法による農

地所有権規制の基本的枠組は維持しつつ,さきの

②の方向をより明確に貫徹させた「規制緩和型」

の仕組みであった。この仕組み=利用権設定が今

日まで続く農地流動化・規模拡大の主要路線とな

るが,高地価と農地の資産保有化を全面的に受容

したこの制度には,規模拡大する借地依存型の経

営の安定性,資本投下の自由や安全性,その将来

における経営承継の見通しなどへの配慮は,一切

存在していない。まずは農地を法的保護の弱い賃

貸借で流動化させることのみが追求されたのであ

る。しかも他方では,同じ1975年に,自作農家の

長期的存続を想定する相続税納税猶予特例制度が

創出された。両者は,構造政策の推進手法として

みれば,明らかに矛盾する側面をもつ(そのこと

は,やがて現実の中で実証される)が,「高地価

と農地の資産保有化の全面的受容」という面で

は,まさに整合的な政策態度を反映していたので

ある。1980年農用地利用増進法は,利用権等設定

促進事業の拡充を核として,市町村の関与を拡大

させつつ,構造政策の推進体制の整備・総合化を

図ったものであったが,基本的には従来と同じ路

線の上にあった。

それ故,この時期には,「農地制度における構

造政策とは規制緩和である」という見方さえ登場

した。また,1980年前後には,1961年基本法の「自

立経営」の概念は放棄して,「中核農家」の育成

とか「地域農業の組織化」等の新たな目標設定が

なされるが,同法の掲げた「構造政策」の目標や

内容それ自体に見直しや修正を加える動きは,な

お登場していない。この点でも,同時期のフラン

スの状況と対比すれば,農政の動き方は明確に異

なっていたわけである。

(2)日仏の異同の理由――その一端

1960年代初頭に相似た課題認識と政策目標,政

策論理を掲げて出発しながら,その後の20年間の

農政・構造政策の内実がかくも大きく異なった理

由は何だったのであろうか。その問いにこの小稿
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で答える用意はもとよりないが,その理由を尋ね

る試みの一端として,いくつかの事柄を記してみ

たい。

1)日本について

最も基底的な要因としては,当然にも,出発点

での農業と農村の基盤ならびに高度経済成長のメ

カニズムや性格・特徴の違いがあるが,しかし,

それを簡単に述べるのはむずかしい。ただ,日本

については少なくとも,その経済成長が不断の地

価上昇を組み込んだものであり("土地本位資本

主義","土建国家"という言葉さえある),その

ことが農地価格の上昇と農地の資産保有化――筆

者のいう「農地の土地商品化」――をもたらし,

農地政策と農地制度のあり方にゆがみが生じるこ

とを必然化したという事実は,確認しておく必要

がある。フランスの実際の経験・具体例からもみ

てとれるように,構造政策のための農地政策・農

地制度においては,理論的な観点からいっても,

農地所有権に対する二重のレベルでの公的介入の

同時的な強化――すなわち,利用権さらには経営

レベルでの公的介入と所有権レベルでの公的介入

の双方の同時併行的な強化――が必要であったと

考えられるが,日本では,その双方ともがなされ

えず,むしろ逆方向の展開を歩む結果となつたの

である。

また,「政策と法ないし法制度」という観点か

らみれば,すでにみたような両国の「基本法」の

性格,内容,そしてその現実的な意義と機能の大

きな違いも,当然指摘できるであろう。しかし,

そのことも含めて今から振り返ってみると,そも

そも1960年代～70年代の日本のなかに,フラン

スと同じような内容の構造政策を推進・実現しう

るような客観的な条件や状況があったのかという

問いも,発してみる価値がありそうである。

すなわち,当時の日本社会は,いわゆる「55年

体制」の政治的安定の下で高度成長を続け,その

果実を享受していた。その経済成長を支える労働

力のかなりの部分は,兼業化という形で農村・農

家から供給され,兼業農家は,その農地資産の価

値上昇と合わせて,経済的な安定を確保しえた。
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食管法下の生産者米価の高水準も,専業的な稲作

農家を育成するという視点よりもむしろ,そうし

た兼業農家層の安定的な維持と55年体制への政治

的支持の取り付けを狙いとしたものであったよう

に見える。全農家を組合員として丸抱えする農協

組織とその支援を受ける議員集団が"米価闘争"

を主導したのも,そのことを示すものであろう。

「機械化貧乏」を言われつつも,一般的には,兼

業農家のほうが専業農家よりも経済的には恵まれ

ていた。こうした状況の下で,専業農家の規模拡

大のために兼業農家の数を急速に減らすことを目

的とする構造政策を,農政が農地所有権に対する

二重の公的介入の仕組みを具体化しながら強力に

遂行することは,もともと極めてむずかしい状態

にあったのではないかとも思われるのである。

ただ,北海道だけは,事情が異なっていた。兼

業化と高地価高米価の恩恵が限定されていた北

海道では,選択的拡大の旗印のもとで,フランス

のそれをも上回る速度で経営数の減少と規模拡大

が進行し,外形的には"構造政策が成果をあげた"

からである。その過程では,農地保有合理化法人

などの制度も,所期の役割を発揮した。しかし,

畑作や畜産,酪農を主要作目とする北海道農業の

ために特別の施策や措置が整備されることは少な

く,その"構造政策の成果"によつて北海道の農

業経営がどのような実質的な成果を享受しえたの

かを評価することは,必ずしも容易ではない。

2)フランスについて

そのような日本の状況に対して,フランスの場

合はどうであったか。一般にはあまり留意されて

いない事柄を,いくつか簡単に指摘してみたい。

まず,主要な農産物の支持価格は,フランス国

内においてではなく,ECの共通農業政策によつ

て決定された。その農産物価格を前提とした共同

市場における各国農業の競争が,各国の農政が独

自の立場で推進する構造政策に依拠しつつ展開さ

れたのである。その意味で,EC加盟国の構造政

策は,まさに国益をかけた,対外的な競争政策た

る意義をもっていたのではないかと思われる。

ただし,その「対外的な競争政策」を国内でど
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のような「内部的な競争政策」ないし「農民層分

解政策」として実施するかは,共同農業市場の競

争条件を歪曲しないことを条件として,各加盟国

の裁量に属した。各国の農業と農村のあり方つま

りは農業基盤の固有の特質が考慮されえたのであ

る。フランスの場合には,当初から,ECの共通

農業政策がベースとした主業的農業者(自己の労

働時間の過半を農業経営に充て,そこから所得の

過半を得る農業者)ないし専業的農業者による存

続可能な(viable)経営を家族経営として,かつ,

適正規模の範囲内でより数多く育成することが目

指された。「家族経営」への執着は,おそらくフ

ランスの農政と農村社会の固有の価値観をも反映

したものであろう。他方,「適正規模の範囲内で」

という問題意識は,広大なフランス農村の客観的

な現実への配慮(いわば"農村を砂漠にはしたく

ない"という配慮)に根差している。当時のフラ

ンスの経済成長政策の下では,農村部での農外雇

用機会はさほど広がっていかなかったのである。

したがって,この時期の構造政策下の農政で

は,兼業農家への目配りや配慮は,離農する農家

に対するFASASAの活動などを別とすれば,極

めて限定されていた。農業収益の伸びを超える農

地価格の上昇が農業者や農政から積極的に期待さ

れ,歓迎されることもなかった。そして,農業者

サイドで構造政策の推進勢力となつたのも,中上

層の経営者がリーダーシップを握る農業経営者組

合全国連名=FNSEAの青年組織たる「青年農業

者全国センター」=CNJAであった。彼らは,上

記のような構造政策の推進に自らの職業の将来を

かけて農政と手を組んだのである。のちに大統領

となるシラクに象徴されるように,多くの政治家

も彼らを後押しした。構造政策により農業者票は

当然に減少していくわけであるが,それにもかか

わらず,農業者の職能団体(上記のFNSEAはそ

の代表的なものである)や農業会議所会頭常設会

議=APPCA(現在は,「会頭」が抜けAPCAとな

る)の政治的力量は,長らく維持されていく。構

造政策の成果として農業が輸出産業として確立し

ていったことも,その重要な要因となった。1960

年基本法に基づく構造政策は,「フランス農業の

栄光の30年」をもたらしたのである。

そして,おそらく国民の多数も,そのようなフ

ランス農業のあり方を支持していたのではない

か。地方都市はもとよりパリなどの大都市でのマ

ルシェ(広場や大きな通りの中央部歩行帯での朝

市)の存続と活況,国民共通の食文化への執着,

農業者の職能団体がときに組織する激しい街頭行

動に対する国民の寛容さなどは,それを推測させ

るに足るもののように思われる。

Ⅱ構造政策の見直し・修正と農地制度の

再整備

1.フランス――1980年「農業の方向づけの法律」

による構造政策の部分的修正と農地制度の再

整備(13)

(1)1980年「基本法」(重ねての第2の基本法)

の特徴点

さて,そのフランスでは,すでに述べたように,

1980年の新「農業の方向づけの法律」=1980年基

本法により,それまでの構造政策の一定の見直

し・修正とそれに伴う農地制度の再整備が行われ

た。その直接の背景は,先に触れた1970年代後半

期の新しい問題状況の登場――構造政策の成果が

あがった一方,山間地域を含む条件不利地域等を

中心に過疎化・高齢化・若い担い手不足等の新た

な問題が生じたこと――にあったが,それまでの

構造政策それ自体が否定されたわけではない。そ

のことは,1980年基本法が,1960年基本法を維持

したうえでそれに重ねて制定されたことに,端的

に示されている。つまり,1960年法の下で得られ

た成果をベースとしつつ,そこに生じた新たな問

題への新たな対応方向を追加的に付加したのであ

る。1980年基本法も,78条の条数をもつ膨大な法

律で,多彩な内容と規律事項を含むが,この新基

本法が打ち出した「方向づけ」の政策理念と特徴

点を,第1条の規定に則して簡単にまとめれば,

以下のようである。

すなわち,①EC共同農業市場での競争力のあ

る存続可能な「家族農業経営」(条文中では,「フ
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ランス農業の基盤をなす,自然人が責任をもつ家

族経営:exploitations familiales a responsabilite

personnelle」と表現される)を育成し,農業と

他産業間の「パリテ」=均衡を実現するという

1960年基本法以来の基本方針を維持した上で,②

新しい問題状況に対応し,次代の担い手を確保す

るために,青年農業者の自立を促進助成すること

を構造政策の新たな基本目標として打ち出した。

③そうして条件不利地域等でもより多数の存続可

能な家族農業経営を確保していくことにより,農

業政策は,農村人口の安定,雇用の均衡の実現お

よび国十の調和のとれた整備に寄与することがで

きるという,新しい意義づけもなされた。加えて,

④食料援助を発展させ,世界の飢えの解消に寄与

することも規定されている。そして,⑤同法それ

自体と関連の諸法令により,それらの課題に即し

た農地制度の再整備を一挙に行ったのである。

(2)農地制度にかかわる主要な改正点

関係制度の再整備の内容は多岐にわたるが,そ

のほとんどが青年農業者の自立の促進助成という

政策目的と結びついている。まずそこを手始めに,

主要なものをみてみよう。

1)青年農業者の自立促進助成政策

この施策は,日本では往々にして,「青年農業

者自立助成金」=DJAという多額の補助金の支給

制度としてのみ理解されがちであるが,それが同

時に,形成されるべき経営の実体的なあり方と内

容を方向づける政策――言い換えれば,望ましい

経営の選択・育成・維持にかかわる狭義の経営政

策――であることを看過してはならない。すなわ

ち,DJAを申請する青年農業者(35歳未満で,農

業者としての職業的能力を証明できる者)は,一

定期間の研修を受けたうえで詳細な「新規自立計

画」を策定し,その認定を受ければならない。そ

の「計画」中では,「自立」後の経営の内容とそ

の発展の見通し――労働力・所定の規模以上の経

営農地・機材・家畜・資金等の具体的な確保のあ

り方と経営展開の具体的な見通し――が5カ年計

画で記載される。行政当局は,その内容を点検し
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たうえで助成金(およびそれに追加する低利の青

年農業者特別融資)の交付を決定し,助成金の一

定部分は,行政当局による事後の追尾・確認を経

て3年目に支給される。そして,助成金を受けた

青年農業者は,最低10年間はその地に居住し経営

を継続する義務を負うのである(途中での放棄は,

助成金の返還義務を発生させる)。

したがって,要するに,DJAを受給して一人

の青年農業者が一人前の経営者として自立したと

いうことは,存続可能な見通しをもつ経営実態を

伴った自然人による経営(その青年がその農場に

家族と住めば,家族経営である)が1経営増える

ことを意味するのである。時期は遅れて1980年代

末か90年代初頭のことになるが,筆者は,この政

策の担当者の一人から,「フランス全体で将来に

わたって,仮に45万の存続可能な家族経営を維持

しようとすれば世代交代の期間を30年とみても,

毎年1万5000人の有能な青年農業者の自立,すな

わちDJAの交付決定件数を確保していくことが

必要なのだ」という話を聞かされて,「なるほど,

それはその通りだ」と感じ入ったことがある。そ

して実際にも,この青年農業者の自立促進助成政

策は,一層の整備・強化を加えられながら,今日

に至るまでフランス農政の中核的支柱に位置づけ

られていくのである。現時点における壮年の経営

主層の分厚い存在は,この政策の直接的な成果に

ほかならない。

2)「経営構造コントロール」制度の確立(14)

これは,県知事の「経営許可」を通じる「農地

を経営する権利」の移転のコントロール制度であ

る(1962年補完法以来の経営規模の変動規制を全

面的に再整備)。その規制内容は,ミテラン社会

党政権の登場により1984年に一層強化され,実際

にはその改正後の制度が適用された。その制度の

目的は,法文上で,①一定の資格要件(農業教育,

農業従事経験)を有する農業者の自立の促進,②

「自然人が責任をもつ家族経営」の設立・維持(必

要な規模拡大を含む)への寄与,③非農業者の新

規参入と兼業従事者の農業就業の条件の決定・規

制と明記され,これにより,地域の実態と自主性
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に基礎をおく「地域化された構造政策」の介入手

段が確立する。

具体的には,県(その人口規模は,平均で日本

の県の4分の1程度)単位で「県農業構造指導ス

キーム」を策定し,県内の自然小農業地域ごとに

経営構造整備の重点事項を決定する。定めるべき

事項は,①青年農業者の自立と既存経営の規模拡

大との間の優先順位,②法律上当然の規制事項に

加えて,法律上では任意的とされたコントロール

の適用または不適用の判断③作目や各種コント

ロールの適用の前提となる基準面積(経営形態ご

とに明示)その他の事項であり,その方針と基準

に基づいて,(a)人的資格要件,(b)上限基準面積要

件(以上は,法定の要許可事項),(c)指導スキー

ムの定める許可要件など(例えば,取得しようと

する経営地と農場の本拠地との距離規制の基準

値)が,県または郡農業構造委員会の意見を聞い

て,県知事により適用される。違反に対しては,

厳しい罰則が用意された。

その狙いは,言うまでもなく,青年農業者の自

立の促進を最優先して,適正規模の存続可能な家

族経営をより数多く育成・維持することにあっ

た。具体的な規制の内容やあり方は,1990年(一

定の緩和),1995年(規制強化),1999年(後述す

る第3番目の基本法。とくに法人経営についての

規制強化),2006年(第4番目の基本法。規制緩和)

と,ときどきの政権や状況の変化に応じて推移し

ていくが,1980年の段階でこの制度が整備された

こと(実際の適用開始は,準備期間を経た1984年)

の意義は,極めて大きい。これにより,農地賃貸

借特別法,SAFERの公的土地介入と並ぶ,フラ

ンスの農地制度の3本柱が確立した。1988年の青

年農業者自立助成制度の一層の整備・強化も,こ

の制度の存在を前提とした上で実現されるのであ

る。

ちなみに,筆者が2004年に入手した資料から,

この制度の適用状況を示しておこう。①2003年

に全国で審査対象となった申請書の総数は,5万

3873件で,知事の決定が下された件数は,4万

8764件であった(残りは,審査不要,取り下げな

ど)。知事の決定では,「許可」が92.9%,「不許可」

が7.01%である。「不許可」の比率は,2001年が

6.6%,2002年が6.82%であったから,わずかずつ

ではあるが増加していることになる。しかも,日

本での行政許可・行政処分の"常識"からみて注

目されるのは,②上級の審査委員会への異議申し

立て件数が,2003年には全国で1238件あり,その

うちの581件(46.9%)では異議申し立てが認容

されていることである。さらに,③行政裁判所に

係属した件数も466件あり,同年に判決が出た221

件中の116件(52.3)%では,県知事の決定(一

部には,「許可」の決定を含む)が取り消されて

いる。しかしそれでも,規制制度がある以上,担

当行政庁は,当然のこととしてその制度を適用し

ていくのである。農地制度の「法としての機能」

のあり方という点でも,日本とは相当に大きな違

いがあることを,ここでも確認することができる。

3)その他の制度改正

①SAFERの活動についても,青年農業者の自

立促進を最重視することが規定され,その機能強

化が行われた。そのもとでSAFERは,農地取得

をさらに拡大していくが,1980年代前半以降に生

じた農地価格の低下傾向により,やがて深刻な財

政問題を抱え込むことにもなる(15)。

②農業経営資産相続特例制度についても,賃貸

借制度(長期賃貸借を含む)を全面的に活用して,

所有と経営の分離の方向を原則としながら,大幅

な整備と精緻な体系化が実現された(16)。内容的

には,1970年代の動きの延長上にあるもので,か

つ,先進的な農業地帯ではすでに現実化していた

手法を包摂したものである。したがって,その狙

いの第1は,規模拡大した経営の世代を超えた存

続・承継を確保することにあつたが,1980年基本

法の中では,同時に第2の狙いとして,青年農業

者の自立をより少ない負担で,より容易に実現す

ることも重視された。あわせて,③GFA=農業

土地集団の制度の改善や,④新しい状況に応じた

IVD=離農終身補償金制度の大幅な再編も行われ

ている。また,⑤とくに青年農業者の土地負担を

軽減することを意図して,農地価格を収益還元価
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格の水準に抑制していくための措置(「農地価格

総覧」の制度化)も導入されたが,農地価格が低

下傾向に転じたため,さほどの役割は果たさな

かった。

2.フランス――共通農業政策の改革への対応

(1)EC共通農業政策の改革と社会構造政策の

登場(17)

一方,1980年代半ばから,1985年理事会規則に

象徴されるEC共通農業政策の改革が行われる。

生産過剰・財政負担問題と多投入型の集約的農業

による環境破壊が顕在化し,従来の価格支持政策

の限界が明らかになったことが,大きな原因で

あった。そこから,①価格水準引き下げの方針と

生産調整措置が導入される一方,②価格抑制に耐

ええない地域や農業経営への新たなてこ入れ施策

が登場した。例えば,青年農業者自立助成政策の

ECレベルでの採用と離農促進政策の終了方針の

決定,山間・条件不利地域対策(直接支払い)の

強化,地域を限定した総合的な「農村開発プラン」

施策の導入(1988年の構造基金の改革)などであ

る。経営の「構造改善」の意味と内容も,新たな

観点から見直され,以後の構造政策は,「農業社

会構造政策」とも称された。同時に,③環境保護

の観点から,農業と農村が本来もつ環境維持機能・

多面的機能があらためて評価され,1988年にはの

ちの環境直接支払いにつながる施策も端緒的に出

発する。

この80年代半ばからの改革で示された基本的な

政策理念(ないし政策哲学)と新しい構造政策の

方向づけの内容は,ごく簡単に言えば,以下のよ

うになろう。すなわち,①農業,農村と農用地の

もつ多面的な価値と機能国土・自然環境と景

観の保全,農村部の地域社会の維持,国土の均衡

ある整備・発展への寄与などを積極的に承認

したうえで,②生産過剰対策と環境保全対策とを

内在的に結合させた,新しい「経営構造改善」の

支援施策を考案・再整備する。③その際の農業と

農用地維持の基本的考え方については,⑧農業,

農村,農用地の多面的価値機能の承認→⑤山間・
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条件不利地域等での農業活動の維持による農用地

の維持→(c)その活動・経営主体としての家族経営

の維持→(d)その家族経営の存続と適切な発展を支

えるための効果的な援助施策と介入手法の整備と

いう政策論理を提示し,④それに必要な財源確保

の正当性への合意形成を図っていく,というもの

である。1985年にEC委員会が公表した『グリー

ンペーパー』にも,すでにそのような理念を示す

文章が盛り込まれていた(18)。

(2)フランスにおける政策的,制度的対応

フランス農政は,当然にも,国内の固有の農業

情勢の推移を踏まえながら,そのECの政策改革

の動きに対応した。そして,1985年頃から新たに

一連の立法が展開する。主要なものをあげておこ

う。

1)個別的な施策

まず,①有限責任農業経営=EARLという新し

い農業生産法人の制度化がある。農産物価格の低

落傾向等の下で経営破綻(破産)に陥る家族経営

が出現してきたことに対応して,経営資産と家族

の財産の切り離しを可能にするため,経営主一人

だけ,あるいは夫婦だけでも法人化できる制度を

用意したのである(19)。GAECとは異なる特徴を

もつ,家族経営の法人化の手法だが,制度化後5

年を経ずして急速な伸びを見せるようになり,現

在では,数の上では最も多数を占めるようになっ

ている(後出注25)参照)。

②1985年には,山岳・山間地域の保護と開発に

関する大きな法律が制定され,関係の農業支援施

策も強化された。また,③1986年には,90年を目

途に離農促進政策(離農終身補償金制度)を終

了させることが決定され,他方で,④1988年には,

青年農業者自立助成政策の大幅な改善・強化が行

われた。その中では,経営主たる夫ともに職業と

しての農業に従事する妻にも自立助成金の受給資

格が認められた。これは,将来に向けた家族農業

経営の維持・再生産のためには,女性農業者の政

策上での明確な位置づけが不可欠であることを,

農政が正面から確認したことを意味した。
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2)1988年12月「農業経営適応法」と90年1月

の同法の「補完法」

この2つの法律は,80年代後半のEC農政の新

たな展開に対してフランス農政が全体的な対応を

図ろうとしたものである。ただし,「農業経営の

適応:adaptation」という言葉に示されるように,

政策や制度の全体的な見直しという発想ではな

く,新しい問題状況への「適応」のための措置が

その課題であった。日本の近年の問題状況とも部

分的に重なるような措置が,この段階で登場して

いる。

例えば,①とくに山間・条件不利地域での地域

農業の維持と耕作放棄・遊休地対策の重視があ

る。これは,言うまでもなく,ECレベルでの農

産物価格の引き下げと生産調整の強化に起因して

生じた新しい事態への対処策であった。②環境保

護や多面的機能関連でのEC農政の動きへの対応

策も,当然にある。

また,③担い手の確保――フランスの場合には,

職業として農業を選択する若く有能な,男女の農

業者の確保――のために,農業者に対する社会保

障政策の強化が強調された。それがなければ,有

能な青年は職業として農業を選択しないからであ

る。

④経営の一層の合理化・近代化のために「組合

的経営形態」=法人経営(フランスには組合法人

と社団法人の明確な区別がない)の活用が説かれ,

家族農業経営の法人化促進政策が正面から打ち出

されたのも,上の③の点ともかかわっていた。た

だし,その法人は,まさに家族農業経営の法人化

のために農業に固有の形で創出・制度化された農

業生産法人であって,「法人化」の意味も,日本

のような農外の法人企業(商法上の法人企業)を

農業に新規参入させるという意味での「法人化」

とは,まったく異なった性質,内容のものである

(20)。

そのほか,農地政策・農地制度関連でも,とく

に90年「補完法」によって一連の具体的な「適応」

措置が整備された。例えば,⑤不耕作・遊休地対

策のためのSAFERの関与と介入,⑥経営構造コ

ントロールの規制の緩和(前述。1980年基本法の

制定当時の規制に戻る方向),⑦「経営移譲プラン」

制度の創設などがある。最後の⑦は,大規模化し

た経営を次の担い手が引き継ぐプロセスを,低利

融資付きの5年計画で容易化しようとするもので

ある

(3)ガット・ウルグアイ・ラウンドの合意後の

新たな対応(21)

1)1992年の共通農業政策の改革

以上のようにフランス農政は,80年代半ば以降

のEC農政の改革への対応と適応の体制を1990

年までに一通り整備していた。それが,その後

のUR農業交渉の妥結をどの程度意識したもので

あつたのかは,必ずしも明らかでない。
一方,ECの農政当局は,UR農業交渉の妥結

の方向を見通しつつ,1991年から92年にかけてE

C農政の見直し作業を急ピッチで進め,1992年5

月に共通農業政策の大きな改革が実施される。そ

れに伴う一連の具体化措置や施策の内容は,広範

かつ多岐にわたるが,ここでは,その内容として,

①農産物支持価格の具体的な引き下げとそれに代

わる「直接的所得援助」=「直接支払い」制度の

抜本的な再編・強化,②環境保護の重視の前面へ

の押し出し,③それらを前提とした,「EC共通

農業政策の第2の柱」としての「農村開発政策」

の本格化などがあつたことのみを指摘しておく。

なお,①の「直接支払い」には,(a)支持価格の

引き下げを補填するための「直接的所得援助」(金

額的にはこれが圧倒的に大きい),(b)従来から存

続してきた条件不利地域の農業経営への「直接的

所得援助」,(c)新たに強化・導入された「環境直

接支払い」の3種類が含まれていた。そして,そ

の直接支払額(とくに(a)や(c))が利用農地の面積

(採草放牧地を含む)と関連づけられたことによ

り,遊休不耕作地問題が基本的に解消する(利用

可能な農地はすべて利用したほうが得になる)と

いう副次的効果を伴ったことも指摘しておきた

い。

2)フランスの1995年2月の「農業近代化法」
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と「国土の整備と開発の方向づけの法律」

1992年のEC共通農業政策の改革は,フランス

の農業者にとってけっして歓迎すべきものではな

かった。それは,経営の存続・発展の将来見通し

の大前提がドラスティックに変わったことを意味

したからである。その端的な表れが,青年業者自

立助成金=DJAの申請数の急減(半減に近い)で

あった。申請の準備を進めていた青年たちも,申

請書の提出を見合わせた。筆者は,1993年夏から

95年3月までフランスに滞在していたので,直接

的な情報に接する機会が少なからずあったが,例

えば「我々は"生産者"なのであつて,"公務員"

ではない」,「公的財源での直接支払いというのは,

EC委員会の意向次第でいつでも減額できるし,

いつまで続くかの保障もない」といった青年農業

者の批判の声は,強く記憶に残っている。

それゆえ,フランス農政の最重要な焦眉の課題

は,引き続き青年農業者の自立促進に置かれた。

シラク大統領が自ら音頭を取って制定した1995年

2月の「農業近代化法」でも,そのための財政措

置の充実が筆頭に掲げられた(「青年農業者自立

憲章」の策定)。しかし,「新しい農業の方向づけ

の法律を…」というシラク大統領の願望にもかか

わらず,その余の施策や制度的措置に関しては,

さほどの見るべきものはない。それは,農業をも

視野に入れつつ国土整備政策の新たな方向づけを

行おうとした同年同月の「国土の整備と開発の方

向づけの法律」についても同様であった。

このことは,達観的にみれば,次の2つのこと

を意味していたようにみえる。すなわち,一方で

は,この90年代半ばは,フランス農政がその経営・

構造政策の新しい方向づけを打ち出すには,なお

時期尚早だったのではないかということである。

他方,1992年の共通農業政策の改革を前提として

も,爾後の農政の舵取りをしていくための政策上・

制度上の道具立ては,1980年基本法から1990年「補

完法」までの制度改正の努力により,一通り整っ

ていたと言えるのではないか。そして,その後の

より抜本的な政策の見直しは,EUの「アジェン

ダ2000」による共通農業政策改革の提案を踏まえ
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た1999年7月の「農業の方向づけの法律」によっ

て行われることになるのである。

3.日本――1980年代後半の問題状況から「新

政策」の策定と1999年新基本法への展開

(1)1989年農地二法と1992年の新政策の位置(22)
一方,同じ時期(1980年代から90年代半ば頃の

時期)に日本ではどのような政策展開が見られた

か。1980年の農用地利用増進法は,すでに述べた

ように,70年代の農地政策をいわば総括したもの

であつて,フランスの1980年基本法に対応するよ

うな意義を託されたものではない。そのことは,

利用増進法の立案担当者が当時,「これで構造政

策推進のための制度整備の時代は終わった。あと

は実践あるのみ」といつた趣旨の発言をしていた

ことに象徴されている。

しかし,現実の事態の推移はその予想とは異

なった。同法による一定の成果は見られたものの

決して十分とはいえず,むしろ80年代後半には,

バブル経済と"経済大国論"の背後で,農産物輸

入の拡大や農産物価格の低迷などの圧迫下に,農

業とその担い手並びに農村社会の脆弱化と空洞化

が急速に進行したからである。新しい中山間地問

題(過疎化・高齢化・担い手不足その他)の顕在

化はその一つの象徴であつた。加えてUR農業交

渉への対応の要請も強まり,80年代末には,新し

い問題状況を踏まえた"新しい構造立法"の必要

性が認識されるようになる。1989年の農地二法は

その最初の表れであつたが,なお"はしり"にす

ぎず,本格的な対応は,1992年の「新しい食料・

農業・農村政策」とそれに基づく2法律1993

年の農業経営基盤強化法と特定農山村法,とくに

前者――によって行われた。

今から振り返ってみると,この「新政策」が持っ

た意味は非常に大きく,1961年基本法後の農政に,

そこで様々な内容の方向転換が画されたとみてよ

さそうである。のちに見るように,新政策には,

ECやフランスの新しい農政動向を踏まえた新し

い視点も,接木的にではあるが導入されていた。

そのような観点からみると,1999年の新「食料・
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農業・農村基本法」は,奇しくも法律の名称自体

が示すように,その方向転換の内実を「基本法」

の文言上で抽象的に確認し,旧基本法からの離脱

を最終的に確定するものであつたとも言えるであ

ろう。多岐にわたるその方向転換の内容やその性

質,程度の評価については,別稿(前出注22)を

見てもらうこととして,以下では,フランス農政

の動向との対比という観点から留意されてよいと

思われる事柄を幾つか略述してみることにする。

(2)フランスと対比した場合の新政策の特徴

第1に,食料政策中の食料自給率の引き上げと

いう課題は,日本に固有のものである。それ故,

この固有の重要な政策課題が日本のその余の政

策・施策の展開方向にどのような影響を及ぼして

いるかに目を配る必要があるが,その際には同時

に,日本の経済界には「国内農産物価格と国境保

護措置のさらなる引き下げのためには,自給率の
一層の低下もやむなし」とする根強い潮流があり,

だからこそ"食料自給率の低下の防止または引き

上げ"の記載が政策立案上の重要な焦点となると

いう関係があることに注意しなければならない。

事実,新政策自体のなかでも,価格支持の後退と

価格決定の市場化への指向が明確に打ち出されて

いた。UR農業合意後の食管法の廃止・新食料法

の制定は,その方向の具体化であったとも言える。

第2に,農業政策の中核をなす構造政策も,農

産物価格と国境保護のさらなる引き下げの方針と

リンクし,経済効率を最重視したものであった。

農地流動化と規模拡大の一層の強化・加速化が指

向され,年次を示した到達目標が,個別経営体と

組織経営体の規模と数値を掲げつつ提示された。

その実体的な意味内容やイメージはなお不明確で

はあれ,「経営体」とか「経営政策」とかの用語

の登場ともあわせて,そこには,フランスその他

のEC諸国が1960年代以降に実現してきたのと同

様の構造政策を日本なりの形で実現したいという

意欲の表われを見てとれる。ただし,フランスの

ような「適正規模の経営をより数多く」という視

点はない。その新しい構造・経営政策の骨子(到

達目標とそのための政策推進の基本方針)を法文

上に転記した経営基盤強化法の第1条を読めば,

その政策の理念・目的や内容は,1961年基本法の

それとはもはや異質のものとなっていることを容

易に知ることができる。

第3に,しかし日本でもすでに新しい中山間地

問題が顕在化してきている状況下で,第2点の政

策だけを柱として農政を進めることは不可能であ

る。事実,日本の中山間地問題も,フランスその

他のEC諸国が1970年代後半以降に経験してきた

問題とかなりの程度まで共通する側面を持ってい

た。その点から言えば,1980年基本法後のフラン

スや1985年の改革以後のEC農政に登場した「そ

れまでの構造政策の見直しと一定の修正」という

視点が,日本でもまた必要になっていたのである。

新政策がとりわけ中山間地域を念頭において「農

村政策」を掲げ,その根拠づけに農業と農村の持

つ経済外での機能への着目,すなわちECの政策

動向をも踏まえた多面的機能論を登場させたの

は,その故であったと言えよう。

ただし,EC諸国の場合には,いわば構造政策

が一定の成果を挙げたことの反面としてその問題

が顕在化したのに対して,日本では,構造政策も

特段の成果をみせない状況下で同じ性質の問題が

生じてきたことに特殊性がある。ECやフランス

では,中山間=条件不利地域の経営に対しては,

70年代半ばからその不利=ハンデキャップを補填

する直接的な援助施策が導入され,80年代以降に

は新たな視点に立った特別の支援施策が多面的に

整えられていく(例えば青年農業者自立助成金の

支給額も,平野部と山間地では著しい格差がある)

なかで,「2つの速度の農業の共存」という課題

が多面的機能論を背景に真剣に議論されていた

が,日本での「農村政策」にかかる政策論は,さ

ほど深められたものとはなつていなかった。その

政策を担うはずの特定農山村法がさしたる実効性

を持たず,その後の農政ではもつばら構造・経営

対策の推進に最大の力点が置かれたのも,その状

況を反映したものであった。

第4に,その構造・経営対策の手法に関しては,
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経営基盤強化法によって,市町村を核とする新し

い推進体制が整えられた。それは,外形的にはフ

ランスの「地域化された構造政策の推進体制」と

も類似する仕組みであったが,市町村の基本構想

や認定農業者制度に付与された意義や法的効果の

実質をみると,両者の間には大きな違いがある。

またとくに,フランスの場合にはその仕組みがよ

り多数の青年農業者の自立を実現するための経営

地取得の規制制度として整備されたことを想起す

れば,両者の質的な違いは明らかである。総じて

新政策は,個別または組織「経営体」という概念

を導入しつつも,その内実の捉え方については多

くの曖昧さを残していたのである。「多様な担い

手」論は,その一つの象徴であった。

第5に,新政策で初めて農政の表舞台に登場し

た「農業経営の法人化」についても,同様のこと

を指摘できる。「法人化」促進論のきっかけとなっ

た株式会社の参入許容論は,新政策ではひとまず

先送りにされたが,その余の法人の設立促進につ

いては,もっぱら農業生産法人の要件緩和に頼る

手法が選択された。農事組合法人以外の日本の生

産法人は,特別の規制要件を付しつつ商法上の法

人制度を流用したものなので,その要件を緩和す

ればするほど他業種の営利法人との区別は相対化

し,そのイメージも曖昧化する。フランスでは,

GAECなどの法人形態が青年農業者の一人前の経

営者としての自立を容易にし,中山間地でも家族

的性格の農業経営をより数多く存続させるための

手段として位置づけられるが,日本には,そのよ

うな問題把握の視点はなく,せいぜい青年の農業

従事者=被雇用者としての雇用機会の増大が説か

れるにとどまる。

要するに,比喩的な言い方をすれば,日本の法

人化促進論には,既存の農業経営者が法人を組織

するのか,あるいは,法人が人を雇って農業とい

う産業活動を営むのかを区別する視点が欠落して

いるのである。そのもとで,同じく「法人化」促

進を掲げつつ,一方では生産法人のさらなる要件

緩和が逐次進められ,他方では農外企業等の農業

参入の道が着々と開かれていく,その後今日まで
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の経緯は,あえて述べるまでもないであろう。

1999年7月の日本の新基本法は,以上のような

新政策の内容と特徴を,その各条項の抽象的な文

言の中に,多分に総花的な形で引き継いでいる。

そして,そこに盛り込まれたいずれの政策をどの

ように推進するかは,同法を根拠に農水省が策定

する5ヵ年計画に委ねられるという体制ができあ

がったのである。Ⅲ

むすびにかえて――2000年以降の展開

1.アジェンダ2000とフランスの1999年新基本

法(23)

ところで,フランスでも,日本と同じ1999年7

月に第3番目の「農業の方向づけの法律」が成立

した。同法は,1980年基本法とは違って1960年法

と1980年法を廃止し,それに代わるものとして制

定されたので,外形的にみると,日仏ともに21世

紀の新しい基本法の時代に入ったということにな

る。しかし,双方の基本法の内容は,40年前と同

じく,ここでもその実質や性格を異にしていた。

すなわち,フランスの1999年法は,アジェンダ

2000での共通農業政策改革の提案を踏まえ,か

つ,EU農業総局との協議・交渉を経て立案された。

また,フランスの重要立法の常で,議会でも多く

の修正を受けている。その条項は140カ条以上に

及び,同法自体の中で21世紀に向けた農政の基本

的な目的および施策とその主要な内容が具体的に

定められたのである。詳細は,同法の成立当時に

行った考察(前出注23)参照)をみてもらうこと

とし,ここでは日本の基本法との違いを知ってお

くというという観点から,2つの事柄を指摘して

おく。

第1に,同法は,農政の新しい諸課題を視野に

入れ,1960年法を廃止したが,1960年法と1980年

法の掲げた理念・目的は基本的に継承した。その

1条1項は,「農業政策は,持続可能な発展を目

的として,農業の経済的,環境的,社会的機能を

考慮に入れ,国土の整備に参加する」としたのち,

農政の基本的目的を15号にわたって列挙するが,

1号では,「とくに青年の農業での自立,農業経
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営の永続性,その移譲・承継の確保,農業での雇

用の増進」と「農業経営の家族的性格の保全」な

どが,2号では,「農業者の生産条件,所得およ

び生活水準の改善,並びに[社会保障の]一般制

度との均衡=パリテに向けた農業者の社会的保護

の強化」が掲げられているのである。

第2に,「第2編経営と人」の「第2章農

業経営の構造の方向づけ」では,経営構造コント

ロールの全面的な再整備と規制強化が行われた。

その内容は多岐に及ぶ(24)が,特徴的な点として

は,①経営許可制度のより的確な運用を図るため,

「基準単位」(当該地域での「経営の存続可能性=

viabiliteの確保を可能とする面積」=一般的には,

自立助成金を受けて新規に自立する青年農業者の

平均経営面積)という指標を制度化したこと,②

とくに法人経営の規模拡大と法人組織を介する経

営集中の動きや,同一の自然人による複数経営の

取得をより厳格に規制する仕組みを整えたこと,

③許可制度の運用指針を詳細化し,日本でいう「農

地耕作者主義」に相当する原則もより明確に法定

したことなどがある。上層経営の規模拡大と経営

集中が法人化の急速な進展を伴いつつ進行するも

とで(次の注25)参照),存続可能な適正規模の家

族的性格の経営(法人経営も含まれる)をできる

だけ確保しようとする政策の基本的スタンスは,

なお維持されているのである。

とはいえ,それにもかかわらず,経営集中と法

人化の勢いはとどまることなく,その後も更に進

んでおり(25),そのことが,現時点では,フラン

ス農政の今後の方向を見通すことを難しくする新

しい要素となってきているようである(2010年1

月に新しい大きな法律案が議会に上呈されてい

る)が,本稿ではその点への言及は割愛する。

2.日仏のベクトルの違いと日本への示唆をどう

みるか

さて,以上を踏まえて,21世紀初頭の日仏の構

造・経営政策におけるベクトルの違いをどう評価

し,そこからどのような示唆を得るべきなのであ

ろうか。まず考えられる一般的な指摘は,構造政

策がすでに大幅に進んでいる国と,これからやろ

うとする国との違い,ということであろう。その

指摘は,間違いなくことの一面を示しているが,

しかし,それだけでは何の説明にもならない。事

実,その指摘に続いて,多くのさらなる差異の認

識や留意点,疑問点が次々と出て来る。以下,そ

の一端を略述して,本稿のむすびにかえることに

する。

まず,そもそも日本では,なぜ「これから」な

のか。そう言うことは,これまでの構造政策が奏

功しなかった(少なくとも十分な成果を挙げな

かった)という認識を前提とするが,「奏功しな

かった」のはなぜなのか。1999年基本法以降に進

められている――農地制度の逐次の改正を含む

政策方針によれば「奏功する」と考えるのだ

とすれば,それはなぜか。この多くの「なぜ」を

考えることが,いま必要なのである。いずれも,

簡単に答えが出る問いではないが,それらの問題

を考える際に留意されてしかるべきと思われる事

柄を幾つかあげておこう。

第1に,日本のこれからの構造・経営政策を基

礎づける農地制度の展開方向は,現在の方向

借地流動化のための弱い賃貸借規制を前提とし

て,権利移動統制を大幅緩和し,農地を利用・経

営していく主体やその経営のあり方を原則的に自

由化する方向――だけで本当によいのであろう

か。実際その展開方向の内容は,いずれの制度

的側面でみても,フランスのそれとは大きく異

なったものである。そうなってきた理由とそこに

内在する問題点については,別稿で論じた(26)が,

日仏比較の視点から改めて達観すると,次のよう

な見方さえできそうにみえる。

すなわち,<既存の農家・農業者の中から存続

可能な家族経営を育てようとする構造政策は,日

本では40年以上やっても奏功せず,現存の家族経

営も次世代の担い手不足で,将来展望を欠く。だ

から,あとは農外から参入する法人企業や資本力

のある個人のオーナー経営に任せよう。その大規

模で効率的な経営のための労働力も,必要があれ

ば外から安価に調達できる。それが消費者のため
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にもなる〉という政策論理の登場である。筆者は

かつて(規制緩和論を背景に株式会社の農業参入

許容論が急速に台頭してきた1997～8年頃),フ

ランスの農業生産法人の全国組織であるGAECe

tSocietesの事務局長に,日本でのそうした論理の

登場の可能性を話したことがあるが,同氏は,「そ

うさせないために我々は頑張ってきたのだ」と明

確に切り返した。すでに書いたことのあるこの挿

話を,今また思い起こしている。

第2に,構造政策を成功させたフランスでも,

1980年頃以降には,その一定の見直し・修正と一

連の新たな施策が登場した。適正経営規模の概念

を明確化した上で構造政策を継続しつつも,中山

間地域等を含めた国土の全域において将来にわた

り農業と農村つまりは家族経営を維持するため

(調和のとれた国土整備への寄与),国の強力な援

助と規制により次世代の担い手=自然人たる青年

農業者を確保することが狙いであった,EC/E

U農政での多面的機能論の登場もその政策推進の

後押しとなる。日本でも,21世紀に入って,中山

間地支払いや農地・水・環境支払いなどが制度化

され,一定の成果をあげてきている。いずれも新

基本法の効果といえるが,EUやフランスの施策

と比べると,見劣りすることは否めない。また,

規模拡大はしたものの,後継者難に遭遇している

北海道の農業と農村をどう扱っていくのかについ

ては,都府県とは異なる問題と課題がありそうに

思える。

一方,日本の農水省は,2009年農地法改正の政

府法案において,農地をもっぱら「生産資源」と

捉えたうえで,その資源を「効率的に利用する者」

(一般の法人や個人でもよい)の手に再配分して

いくことを,農地制度の新しい理念・目的として

提示した。背景には耕作放棄地問題への対処の意

図もあったとはいえ,その新しい理念・目的の下

では,上記のような意味での中山間・条件不利地

域の農業支援施策は農地制度の枠外に置かれるこ

とになる(27)。国会修正により,農地を「地域資源」

としても位置づけ,地域農業のあり方を重視・尊

重するという視点も追加的に導入されたが,その
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修正が今後の農地制度の運用上でどのような意味

をもつかは,未知数である。中山間地農業の意義

づけにとっては不可欠な農地の「環境資源」とし

ての位置づけについては,なおさらである。

3.おわりに

筆者はいま,短期滞在中のパリのホテルでこの

最後の部分を書いている。ベルサイユ門の国際展

示場ではちょうど恒例のSalon d' Agriculture(年

1回の大規模な農業フェア)が開催中で,シラク

前大統領,サルコジ現大統領,オブリ社会党党首

をはじめとする左右の著名政治家が逐次に会場を

訪れ,サロンの主役である農業者と溢れんばかり

の人波の前で一席ぶっていく姿が毎日のテレビ

ニュースで報道される。話の内容やニュアンスに

は違いはあれ,彼らが異口同音に語るのは,フラ

ンス社会にとつての農業と農村の大切さ,それを

維持・発展させるために農政が払ってきた努力の

大きさ,経済危機のあおりを受けて現在極めて困

難な経済的状況にある農業経営者に対して国が今

後ともその努力を継続していくことの約束であ

る。この「サロン」は,EUの中でも様々な特殊

性をもつフランス固有の農業政策に対して国民の

合意を取りつける一つの重要な機会ともなってい

るわけである。

日本では何がこれに対応するであろうかと考え

ながら本稿を振り返ってみると,日本の構造政策

と関連の諸制度には,多くの点でフランスのそれ

と類似する考え方や制度的仕組み・施策が存在し

たが,そのいずれもがいわば中途半端で,かつ,

それらの制度・施策に本当に所期の機能と効果を

付与しようとする何かが欠けていたのでは,とい

うことに改めて思い至る。その「何か」の一つは,

農政における真の意味での一貫した日本農業の方

向づけと,そのための農業政策の遂行を支える,

農業者自身のそれをも含めた政治的エネルギー

だったのかもしれないと思いながら,本稿を閉じ

ることにする。
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注:

1)戦前来の経緯の詳細は,原田「フランスにおける農

地賃貸借制度改革」東京大学社会科学研究所編『戦後

改革6農地改革』(東京大学出版会、1975)。「耕作

所有権」方式は,商事賃貸借特別法で,譲渡可能な賃

借権を含む営業財産=「営業所有権」が制度化されて

いたことに倣おうとしたものである。

2)法律上でも規定されたそのモデルが――その目標水

準が少なくとも短期的には高過ぎたが故に――目標通

りの形では実現できなかったことも,日本と同様であ

る。

3)前項=2も含め,以下の詳細は,「フランスの政策基

本法」『法律時報』45巻7号(1973。稲本洋之助との

分担執筆),原田「戦後フランスにおける農地賃貸借

制度」日本農業法学会編『農業法研究』8号(1973),

同「フランスの農地制度」日本不動産研究所『不動産

研究』22巻2号(1980)等参照。

4)今日まで続くフランスの都市計画制度の基本的な骨

格・構造と基幹的内容や規律事項を確立した法律の

名称が1967年の「土地利用の方向づけの法律:Loi d'

orientation fonciere」であったことを知れば,そのこ

とは容易に理解できよう。

5)都市サイドの土地法制については,その後の時期も

含め,原田「総論(フランス)――現代土地法制の構

造と展開」,「フランスの公的土地取得法制の構造」渡

辺洋三・稲本洋之助編『現代土地法の研究 下』岩波

書店(1983),原田他編著『現代の都市法』(東京大学

出版会,1993)のフランスの各車,原田「フランスの

都市計画制度と地方分権化上・下」『社会科学研究』

44巻6号,45巻2号(1993)参照。

6)原田「フランスの交換分合特別手続――公共的整備・

開発事業の施行と交換分合」『農地・農村整備に関する

調査研究』(農政調査委員会、1983)。

7)FASASAは,離農する零細規模の経営者の職業転換

や他所への移住等に対する補助・支援事業活動も担当

した。これも,構造政策の論理からすれば,当然の措

置である。

8)このような「家族経営」の内実の違いを簡潔に論じ

たものとして,原田「家族と契約――フランスの農家

相続実態調査との関連で」『創文』240号(1984)。

9)原田「フランスの共同経営農業集団GAECと青年農

業者の自立の実態」日本産業構造研究所『土地利用型

農業における営農組織の役割と担い手形成に関する調

査研究』(1987),同「フランスの共同経営――GAEC

とEARLの最近の動向」食料農業政策研究センター

『協同農業研究会会報』9号(1989)参照。

10)原田「フランスにおける農地賃貸借と相続」日本農

業法学会編『農業法研究』15・16合併号(1981)。

11)例えば,1975年と1976年の都市計画制度の大幅改正は,

「土地政策の新たな確立」を重要な狙いの一つとして

行われた。なお,その改正の他の重要な狙いが「より

社会的な都市政策」と「都市計画における環境問題へ

の対応」であったことも,ここで指摘しておこう。詳

細は,前出注5)の拙稿参照。

12)1970年の農地法改正およびその後の一連の農地制度

改正に対する筆者の現時点での全体的な評価の概要

は,原田「農地所有権論の現在と農地制度のゆくえ」

戒能・原田・広渡編『渡辺洋三先生追悼論集日本社

会と法律学』(日本評論社,2009)参照。また,当時

の時点での分析としては,原田「農地法の理念と農

地の流動化」『ジュリスト』735号(1981),同「農地

立法と立法学」『民事立法学――法律時報臨時増刊』

(1981)等がある。

13)この項については,原田「フランスの新『農業の方

向づけの法律』と農業構1造政策の再編――1980年代前

半期」農業総合研究所『農業総合研究』46巻3号(1992)

とそこに所掲の文献参照。

14)この制度の詳細は,最近の適用状況も含めて,原田「フ

ランスにおける農地の権利移動統制――『農業経営構

造コントロール』の意義と機能」農政調査会『平成16

年度一農地の権利移動・転用規制の合理的な調整方策

に関する調査研究・結果報告書』(2005。農政研究セ

ンター『協同農業研究会会報』76号,2006にも再録)

参照。

15)その詳細な状況は,原田「近年におけるフランスの

SAFERの動向」『土地と農業』20号(1990),同「フ

ランスにおけるSAFERの機能・役割の再編と拡張」『土

地と農業』22号(1992)参照。

16)詳細は,原田「農家相続における所有と経営――フ

ランスの農家相続(1)～(4)・完」『社会科学研究』37巻6
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号、38巻3号、38巻5号、39巻5号(1986～1988)

参照。制度改正の内容は(4)にある。

17)以下の(1)(2)については,原田「EC農政の転

換と社会構造政策の展開――農業の多面的価値づけと

新しい政策論理の形成を中心にして」『社会科学研究』

44巻6号(1992),同「フランスの構造政策の再編と

農地保有・流動化政策の方向」島本・田畑編『転換期

の土地問題と農地政策』(日本経済評論社,1992)参照。

18)その一節を,筆者は何度か引用したことがある。例

えば,後出注22)所掲の拙稿の(2)=『法律時報』66巻

6号13-14頁(1994),原田『農地制度を考える

わが国農地制度の沿革・現状と展望』(全国農業会議

所1997)134頁。

19)なお,この法人制度は,小売業や職人等の家族自営

業者の経営破綻への対応策として用意されつつあった

法律を,農業経営用に修正して制度化したものである。

20)原田「フランスの農業生産法人の展開状況」農業・

食料政策研究センター『協同農業研究会会報』38号

(1996)参照。

21)原田「ヨーロッパの農業構造・農村政策といま我が

国に求められているもの」『土地と農業』26号(1996),

「UR協定実施下におけるフランスの農業構造・経営

対策の動向」『土地と農業』28号(1998)のほか,後

出注23)の最初の拙稿参照。

22)以下の詳細は,原田「新しい農業・農村・農地政策

の方向と農地制度の課題――新政策関連二法律の制定

とその評価をめぐって(1)～(6)・完」「法律時報』66巻
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5～10号(1994)参照。

23)原田「フランスの新『農業の方向づけの法律案』を

読む――EU農政の新展開を見通したその狙いと日本

への示唆(1)～(7)・完」『農政調査時報』507号～515号

(1998～1999),同「フランスの新『農業の方向づけ

の法律』の内容と特徴――日本の新『食料・農業・農

村基本法』との比較を意識して(1)～(8)・完」『農政調

査時報』517号～525号(1999～2000),550号(2003)

参照。

24)詳細は,前出注14)の拙稿参照。

25)1988年→2000年→2007年の経営集中と法人化の進

行状況を示す若干のデータをあげれば,a)平均経

営面積は,42ha→73ha→78ha,b)職業的経営=

exploitations professionnells=プロの農業経営の数(以

下の括弧内は全経営数)は,57万(101.7万)→39.4万(66.4

万)→32。6万(50.7万),c)職業的経営中の法人経営

の数(括弧内はEARL)は,6.4万(2.5万)→11.9万(5.5万)

→13.4万(7.0万.なお,同年のGAECは4.1万)d)法人

経営全体の平均経営面積は,81ha→91ha→103ha,e)

法人経営が利用する経営農地の全農地面積に対する割

合は,20%→45%→53%,となっている。

26)前出注12)所掲の原田「農地所有権論の現在と農地

制度のゆくえ」参照。

27)集落営農の法人化という日本特有の選択肢の一つも,

必ずしも,とくに中山間地域対策と結びつけられたも

のではないように見える。


