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農業構造の歴史的変動に立った土地利用型農業の改革推進課題

一農地改革自作農の体制的消滅と新しい担い手形成の段差を埋める組織･農政対応一

　日本農業のセンサス統計や各地の実態が示すよ

うに，遊休農地の増大，農業生産（額）の減退と

食糧自給率の低下，これらをもたらした担い手の

高齢化・欠落等，地域社会農業基盤の解体が深刻

であり，とくに食料供給の基盤をなす水田稲作等

の土地利用型農業の劣化が著しい。このため，国

ぱ食と農の再生会議”を設けて検討，ひら場で

20～30ha.中山同地で10～20haの効率・安定農業

経営（食料・農業・農村基本法）が太宗を占める

よう農地の団地化を伴う規模拡大を図る土地利用

型農業の改革，再編課題を打ち出した。

　そして農林水産省は今年の一月，上記課題実現

に向けて，地域で集落営農組織や農業生産法人の

担い手を明確にして，そこに農地の集団地化を含

めて集積を図るマスタープランづくりとそれに伴

う農地の出し手，受け手を助成する等の，“各地

域の人と農地の問題の解決に向けた施策”を打ち

出し,都道府県,市町村,関係団体に説明している。

　戦後農地改革が形成した小農形態白作農経営は

その後の経済発展等を通じて社会経済的な存立基

盤を失い，空洞化・解体の動きを深めて来たが，

2010年農業センサス（表1)　は，農業就業者の

高齢化（平均66歳）等それが最終的な局面を迎え

ている姿を浮き彫りにした。この自作農の体制的

な空洞化・消滅の動きは担い手の高齢化動向から

見ても今後，ひら場農村を含めて急速に進むと見

られるが，反面で自作農を超える新しい担い手の

生成一成長は大きく立ち遅れており，当面深まる

このj司の構造ギャップ拡大，脱自作農・近代的農

業経営成長のタイムラグは無視出来ない歴史の壁

を形成している。また，農村地域社会は，自作農
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消滅に伴い過疎化・混住化か深まり，農地耕作を

生存基盤とする生活条件の同一性が失われ，住民

の市民的な自立化か進む反面で農民的伝統（絆）

の衰退を深めている。

　こうした困難を乗り越えて，土地利用型農業の

構造改革を遂行していくために，即ち地域農業再

生マスタープランを有効に策定，実践するために

何か必要か，以下に考察した。

　農業の社会経済的な在り方が一つの歴史段階か

ら次の新たな段階に発展変化する|黽農業の担い

手・農業者は勿論，消費者・国民，農政当局や土

地と人（担い手）に関わる機関関係者の，農業や

農地に対応する意識もまた大きく改革されねぱな

らないと考える。

　今日の日本農業は，上述したように農地改革の

形成した自作農が衰退，消滅する動きを深める一

方で，小農形態自作農を超える，言わば市民社会

的に近代化した企業的な農業経営体を少数だが先

駆的に形成して来た。全国農業経営者協会や日本

農業生産法人協会などに結集している企業的農業

経営や各地に点在している50ha. 1OOha, 300ha

等の大規模水田経営，法人化した集団営農組織な

どの担い手は，かつての小農的な自作農（農民）

意識を大きく越えた，企業人，産業人としての意

識に立った農業経営の改革を担ってきた。即ち，

農業を取巻く社会経済の発展・高度化に対応した

農業経営近代化への取り組みには，自作農の農民
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１　歴史的な農業構造改革に必要な農業者，

　消費者・国民と地域や国等公共の意識改革

－とりわけ土地と人（担い手）の機関関係者の

　意識改革に立った取組みが重要一



意識から企業人への意識改革，企業家精神の形成

が欠かせなかった。

　然し今日，多くの自作農の担い手は高齢化し，

もはや後が続かなくなっているが，今後，日本農

業を中核的に担って行くべき企業的な農業経営体

は未だ極少数であり，水田等の土地利用型農業

では特に大きく立ち遅れている。その間の構造

ギャップを埋める農業構造改革を。自作農を超え

る近代的な経営体とその担い手形成の面から，ま

た担い手への農地の集団地化を含めた集積を進め

る両面から大きく加速せねばならなくなってい

る。農業経営を近代化する経営改革は，担い手本

人と地域社会の意思と実践に拠るしかないが，そ

のような，意識を革新した新しい担い手（志向者

を含む）が新しい農業経営の形成に取り組むとき，

農地集積を始め各汎の経営条件整備がスムーズに

進むためには，農政当局を始め。周囲の農業機関

等関係者もまた経営改革への意識を高めた取り組

みが欠かせないと考える。

　この農業の在り方を変革する意識改革は，担い

手を中心とする供給側だけでなく，農産物の消費

や流通等の需要側を含めた，国民全体として必要

な，口本農業についての新しい時代的エトス（農

業思潮）の形成である。農外の世界に生きる人々

との接触やマスコミ情報を通じて，今日ほど農業

外の方々が日本農業の在り方について関心を深め

ている時代は，戦中や戦後の極限的食料難の時代

を除いて，なかったように思われる。それは，日

本農業の在り方・構造が歴史的な大変革を迫られ

ている今日の状況を反映しているが，この農業構

造の歴史的な変革課題と道筋は必ずしも十分に明

らかになっているとは言えず，ＴＰＰ対応に見る

ように国論の錯綜が深い。この第一次的責任は，

農業経済学など学究側にあると思われるが，それ

はまたゲルマンやアングロサクソン等，変革への

ダイナミズムに満ちたユーラシア人陸の遊牧民族

源流文化と対照的に，島国で特異に形成した稲作

農耕文化の集団・保守主義に根差して変革の主体

的なリスクを負わない日本的感性と相俟って，今

日，進行している農業構造の歴史的な大変動，小
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農形態自作農の歴史的な消滅と変革課題に正面か

ら向き合おうとしない性向にもよると思われる。

　脱自作農の企業的な農業経営展開を担って来た

農業者の取り組みが孤立した状況にあり，時には

既存体制の利益集団に迫害されてきたことは，全

国農業会議所時代の，これ等先駆的農業者との交

流経験から強く実感してきた。今日，農業構造変

動の一層の進展と相俟った認定農業者制度などの

農政展開を通じて農業経営近代化を取巻く環境は

人きく変ってきたが，国の再生会議が提起する，

土地利用型農業の歴史的な構造改革課題の達成に

ついて，農地と人（担い手）に関わる関係者の今

-一層の意識改革に立った取り組みが必要だと確信

している。そこで先ず。日本農業の歴史的な変革

課題について明らかにしたい。

２　自作農制の歴史的消滅（構造ギャップ

　拡大・農業危機深化）と市民社会的克服

　課題－小農形態自作農の確立と変容，消滅を

　通ずる新たな担い手形成の課題－

　（本節は，「政経研究」97号に掲載した「日本農

業の歴史的な構造変化と今後の展望」に拠った）。

　農業の社会経済的な在り方（仕組み・様式＝構

造）が，歴史発展の流れに沿って時代的に変って

きたことは歴史教科書で学習した通りである。大

雑把に以下の流れが見られる。

古代の奴隷制（土豪支配による農民の奴隷使役）

や農奴制（荘園領主支配に拠る農奴使役）。中世

武士社会の零農制（名主＝親方に依存した農耕：

農民は親方名主の支配する上地耕作に従事，親方

層のうちから武士階級上昇）。近世初の太閤検地

令(1592～94年）に始まった,領主支配下の百姓（小

農＝peasant : 家族単位に分立して零細農地を保

有・耕作し，領主に年貢を納めた残余で家族が生

活）。それは徳川中期以降に，農業生産力と商品

経済発展による地主制（有力商人等が貧窮農民の

質人した農地を中間的に所有し小作料を収取）形

成とともに体制化した　 。近代の明治維新(1868

年）後は，領主の領有権廃絶と地租改正を通じて

農民が直接所有する自作農地と地主所有の小作農

（注１）
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地の各所有権を確立（明治民法），地主制は，そ

の危機顕在化（小作争議増大）の時期まで拡大し

た。

　農林省の啓明官僚主導で耕作権強化による地

主・小作問題の解決が試みられたが地主勢力の抵

抗で挫折，アメリカ主導の戦後農地改革(1945年

11月23日現在の権利関係による）で自作農を借地

耕作権強化ととともに体制的に確立した。この自

作農制は，戦後の高度な社会経済発展を通じて今

日,体制的,歴史的に消滅しつつあり｡次の新たな，

市民（民主主義）社会適合の近代的な農業形態へ

再編する歴史の新しい発展段階を迎えている。

　即ち，農業の担い手は，古代の奴隷から農奴，

中世の隷農，さらに近世の百姓，近代の農民，そ

して今日の市民（民主社会の成貝）へと経済的，

人格的な自立性を高めて来た。

　今日の日本農業は担い手の高齢化と減少・欠落

が引き起こす，遊休農地の増大，農業生産と食料

自給度後退など深刻な危機的状態にあるが，その

根底には，以上の農業構造の歴史的な変化，即ち

徳川中期以降に形成確立し戦後農地改革を通じ

て持ち越した，小農形態自作農が歴史的に消滅す

る農業構造の大変動か横たわっている。先進的な

農業経営者は，自らの農業経営の実践を通じて

日々に体験する社会経済条件変化のなかに，この

歴史的な変化の必然性を感じ取って（意識改革

し），家計と経営の分離，規模や商品生産部門の

拡大，販売ノーハウ取得，合理的なリスター経営

管理等，経営の革新・改革に取り組んで来た。

　この点では，農業の直接の担い手でない農業に

関係する機関や団体，学究サイドにむしろ日本農

業の歴史的な構造変動に関する意識や認識の立ち

遅れがあったと見られる。

　専業農家に生まれ育った筆者は，実家とむらで

の生活体験と全国農業会議所での先進農業経営者

等との交流を通じて，この日本農業の歴史的な構

造変動を感じてきたが，2010年までの農業センサ

ス等は，自作農の体制的な消滅に伴う日本農業の

危機深化の動きを明らかにしている。
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　表１の１で,戦後農地改革が形成した自作農は，

農家戸数を1960～2000年に半分以下に減らし，と

くに男子専従者が居る専業農家，世帯員当たり農

業所得≧他産業就業所得の自立経営，年問150卜l

以上自家農業に従事する65歳未満世帯員の居る中

核農家，年60日以上自家農業に従事する世帯員が

居て農業所得＞農外所得の主業農家など，自作農

業の生産力を主に担った階層の農家数減少は，こ

の間の全農家数減少を大きく上回り，特に中核を

なした自立経営農家数や中核農家数の減少は全体

農家数の２倍以上の減少速度に達した。

　この動きは，農家の若者後継者が激減した反面

で高齢農業者の突出した増大によるもので＜表

1の1 (7)で30歳未満基幹農業従事者が激減，

2010年農業センサスによる農業就業者の平均年齢

66歳＞，今後，兼業農業を含めて高齢農業者の引

退とともに，さらに急速に進むと見られ，自作農

業が体制的に消滅する動きを示している。

以上に伴い。耕地面積，作付面積が大幅に減少す

る反面で遊休農地，耕作放棄農地面積等が著しく

増大し，農業生産（額）減退と食料自給率の低下

が齎された（表１－２，３）。

　戦後農地改革が体制化した自作農は，徳川中

期以降に地主制と共に形成確立した小農形態

(peasantry)の生産様式であった。戦後農地改革

で小作農地を自作化し耕作権を確立したが。その

生産・経営の仕組みは，封建時代から持ち越した

形と基本的に変らなかった。即ち，家族単位に零

細で分散した農地を保有し，生活と家計は生産・

経営と一体で，伝統技術と家族労働により，剰余

を，封建時代には領主や，高利貸，地主に，資本

主義の時代になると地主や農産物仲買人等の流通

資本や金融資本に収奪され，さらには資本主義の

過剰労働カブール装置として零細性を固定され

た。従って，その生活には生存ギリギリの貧困が

(２)農地改革自作農の確立,変容(両局分解漸進)

，

　　消滅への社会経済条件

（1）2010年までの農業センサス等統計から見た

　　自作農消滅と農業危機深化
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常に付き纏っていた。また，封建時代には，農民

を十地（小農生産）に強く縛り続ける,領主支配，

村支配，家父長制支配の秩序が行き渡っていた。

明治維新で領主支配が消え,戦後民主化（新民法）

と農地改革で農地所有を自作化し，市民的な自由

と権利が形式的に与えられたが，家父長制の縛り

はなお相当の期問に渡り存続した。

　この零細で分散した農地の所有あるいは保有に

（注１）農家の定義は, 1985年までは東日本10a,西日本5a以上の経営耕地を耕作するか，農産物販売額が年10万円以上の世帯。

　　　　1990年以降は，東西を問わず耕地10a以上耕作するか，年15万円以上農産物を販売する農家。

 (注２)自立経営の00年は98年。99年以降，自立経営統計は組み替え統計を含めて消えた。

（注３）耕地面積の最大は, 1961年の6,086千haで，これを100とする10年は76である。

（注４）延作付面積の最大1956年の8.301千haに対する010年指数は52で半減している。

（注５）農業生産指数のピークは1985年の115.8で｡05年の95.2は18％の減少である。10年からこの項目は消えた。

（注６）農業生産額のピークは1984年の117.171億円で，10年の82.551億円は約30％の減少である。

資料の出所：農水省の農業センサス，耕地・作付け面積統計，食料需給表
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基づく小農形態農業（零細農耕制）は，明治維新

以来の日本資本主義の後進的な性格に規定され

て，資本が生み出し必要とした相対的過剰労働力

を保持する装置として機能し，自作農消滅への農

民層両局分解が本格化する1970～80年当時まで日

本農業の基本構造をなしていた。

　図１の1952年曲線は，世帯員一人当たり所得と

経営耕地規模が直接に相関し，都府県で～0.5ha

の最下層を含む全階層で農家世帯員所得（労働力

価値）の実現が当時の自作地外就業（農村日雇）

賃金を上回り，自作農制が社会経済的に確立して

いた段階を示している。

当時，農民と独占資本の対抗軸を零細農耕制に置

　1950年の農地価格統制撤廃後，図２の全国平均

売買農地価格は55年代には未だ統制時代の抑制地

価（自家労働の都市均衡労賃評価による費用を控

除した農業剰余に拠る統制地価）が影響していた

が.60年代には自作農地所得（粗収益一支払い物

財費・賃借料・労賃・利子）から自家労賃（投入

自家労働日×農村日雇い賃金）を差引いた相対的

農業剰余÷0.06（当時の農協定期預金年利率）に
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水田価格との相関度が高く（図２の全国中田価格

と中畑価格の相関係数は0.999), 一般的に畑地の

売買価格は水田価格の一定割合でなされていたと

考えられる。

　以上の60年代末までの単位農地面積当たりの自

作農地（農業）所得と相対的農業剰余は，当時の

農業生産力条件から零細農地片毎に実現され，農

地の売買や貸借等の一件当たり単位取引面積も都

府県では10a程度で，上層農家だけでなく中下層

農家も農地を取得した。即ち貧困に圧迫された農

民の多くは，生活維持（労働力再生産）のため。

自作農地の農業所得で足りない家計費を補う自作

地外での賃金稼得を必要とし，農民が農地の購人

や借入（ヤミ小作）から得たのは，農地所得―農

地価格・地代＝農村日雇い賃金相当だった。だか

ら当時は，規模の小さい零細農家も機会があれば

農地を購入した。

　図１の1953年曲線で，世帯員一人当たり所得は

～0.5ha層 ＞0.5～1.Oha層となり，経済発展に伴う

農外就業拡大と賃金上昇が中間下層から農業所得

の比較優位を失わせ始めた。また55年頃から売買

に加え請負耕作・ヤミ小作や農作業受委託により

農地が動き始めた。

　この自作農制下の農地購入や請負耕作等による

規模拡大, 上記１）で見たように耕作者に農村

日雇い賃金相当しかもたらさない農地価格や実質

ヤミ小作だったが，それは，あくまで相対的に有

利な農業（農地）所得を形成した既存の自作農地

を基盤に成り立っていた。

　表２は1966年当時の農林省の経営組織調査結果

だが，地主に生産物が帰属する請負耕作や農作業

受委託の実質地代率は50～78％で，借地経営耕

②　地主経営型の請負耕作と耕作者経営型の借地

　　で大きく違う地代率

２）自作農制の変容：経済発展による農民層両極

　　分解の漸進

①　農外所得が農業所得を上回る構造変動の始り

１）小農形態自作農の体制的な確立段階

①　農地片毎の農民労働力価値実現

②　相対的農業剰余形成と農地価格

く捉え方が強かった    が，その中心軸は，各

農地片毎の農民労働力価値（農業所得）実現をめ

ぐる対抗だった。この農業所得増大の闘いは，当

時の段階での民主主義徹底の体制変革と結合して

いた。それは，農民の貧困問題の根本的解決では

なかったが，真っ当な民主（市民）社会実現への

欠かせないステップであり，農政も農産物価格支

持等の農業保護策を講じた。

（注2）

よる農地の理論価格に収斂した  　。

　そして70年前後から．賃金上昇の影響（農地地

代下落）で低下した理論地価を離れて，農外から

の農地転用開発等の広がりによる地価上昇が現実

地価を大きく上昇させ始めたが，その根底には，

戦後「民主化」が解決出来なかった都市の土地問

（注３）

（注４）
題が横たわっている    。また畑地価格形成は，
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注：３グループの日盛り尺度は異なる

　　資料の山所：農林水産省「農家経済調査」
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作者が地主に地代を払う場合の地代率11～56％

（50％以上の頻度は極少ない）に比べて著しく高

かった。耕作者に経営権（生産物）が帰属する借

地型経営は，土地所有者（地主）に経営権と生産

物が帰属する請負耕作や農作業全面受委託に比べ

て経営的に，より進んだ形態だったと言える。

　1955年頃から，高度な経済発展で広がる農外就

業の賃金上昇は，農業所得に対する農外所得の優

位性を徐々に押し上げ，図１の1968.69年曲線は，

農外就業と農地規模が制約された中間層の農家所

得の落込みを示し，表４に見る1980年頃まで中下

層農の規模縮小・脱農が進む反面で2ha以上層の

農家数が増大する両極分解を漸進させた。

資料出所：農林水産省「農家経済調査」「形態別農家経済

　　　　　調査」

（注･）Ａは全国，Ｂは都府県。都府県2ha～層の農業所得

　　　の自ぷ経営下限農業所得に対する比率は，1968年～

　　　69年にかけて100％を下回った。即ち，1969年以降，

　　　2ha～層は基本的に自立経営から転落した。
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　表３で. 2ha以上層は68年まで世帯貝一人当た

り農業所得≧他産業就業所得の自立経営だった

が，それは単位農地片毎の農地所得形成力に基づ

く自作耕地規模の大きさを基本に，規模上昇にと

もなう経済性（面積当たり固定費用節減等）が加

わったものだ。また，農業の収益（生産）性は，

各農地片単位から統合された経営体に一歩軸足を

移して来た。

　以上により農家の問で，一方の農外就業拡人・

農地規模縮小一睨農と，他方の機械化等と相まっ

た農地規模拡大一自立経営上昇の両極分解が漸進

した。表４の都府県で各経営耕地規模階層の農家

数増大ピーク（翌年から減り始める)年は,～0.5ha

層1949年,0.5～1.Oha層55年，1～1.5ha層60年,1.5

～2.0ha層63年，2～3ha層72年，3～5 ha層95年

へと年とともに規模を押し上げて来た。この規模

拡大は借地の比重を高め，農地法は自作農主義か

ら. 1970年以降の賃貸惜規制大幅緩和で耕作者主

　しかし1970～80年頃まで，自作農地が実現する

農業所得は多くの零細兼業農家を含めて家計維持

に欠かせない生活の糧であり，自作農業はなお体

（注）ゴシックは，減少を始める前のピークを示す。

★1は2.0ha～。★2は1.0～2.0ha.★3は～1.0ha.★4は1.0～3.0ha。

資料出所：農水省「農業センサス」,「農菜調査」。

③ 中間層が落ち込む両極分解漸進と小農型自立

　　経営の成立

④　だが自作農地所得は全農民階層の生活基盤

(注５)
義へ転換したとされる   　。経済発展に伴う一方

の農外就業拡大と他方の耕作規模拡大・自立経営

化への両極分解を促す農業構造改善を掲げた61年

の|日農業基本法は。社会経済的な現実性を有して

いたのである。（世上では，この点を見落とし旧

農基法は失敗だったとする議論が多い）。
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　　　　　1956 57　58　59　60　61　62　63　64　65　66　67　68　69　70　71　72　73　年次

資料の出所：全国農業会議所「田畑価格調査」,農水省「米生産費調杏」「農村物価・賃金調査」

　　　　注：水田理論地価は，農水省の「米生産費調査（販売農家)」の10アール当たり自作水田粗収益から

　　　　　　支払い費用〔物財費と貨料。労賃，借入資本利子〕と自家労賃（投入労働日Ｘ農村日雇い賃金）

　　　　　　を差し引いた相対的農業剰余を当時の農協定期預金年利子率（6％)で除した自作収益農地価格

　　　　　　である｡1960年代末までの売買水田価格（|司畑地価格も）は，この理論地価に強く相関している。

資料出所：農林省「稲作生産紐織に関する各県報告資料」（1967年度）から

（注)◎は地主が生産物を取得し，委託者（請負耕作者）に料金（労賃，資材費の直接生産費）を支払った地

主経営型。その他は，請負排作者が生産物を取得し地主に地代を支払った賃借経営型である。明らかに地主経

営型の地代率が格段に高く，賃借経営型がより進んだ形であることを示している。
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制的な存立基盤を有していた。規模拡大が借地に

より進んだとは言え，それは相対的に有利な自作

農地を基盤に成り立ったのであり，他方の兼業零

細農業を含めて，その根底にはなお自作農主義が

貫いていた。

　この段階まで小農形態自作農の存立を支えた一

方の柱は農民の貧困だった。農民は貧困に追われ

て，朝星から夜星まで過重に働き農業生産を維持

発展させたＯ他方の柱は，封建遺制の家父長制束

縛。即ち，農民の居住地や職業，結婚相手の選択

権，高校や大学等への進学・教育権等の市民的自

由の著しい制限※で，それは貧しい自作農民の家

と農地，農業を守り継承するのに欠かせない社会

秩序たった。それらは，農業・農民の，農外資本

収奪と相まった他産業や都市民の所得・生活水準

と比べての立ち遅れや身分的差別を伴った。

(※1951年に新潟県Ｓ町立中学を卒業した私の同

級生50名のうち高校進学者は８名で，うち農家出

身者は私を含めて定時制＝夜間高校の２名のみ

だった)。
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　図１の1979年曲線の耕地規模階層別の世帯員一

人当たり所得は，規模の大きい専業農家層ほど貧

しく，規模の小さい兼業農家ほど豊かになった。

ここから，表1の1 （7）に見るように若い農業

後継者は根こそぎ農外就業に流出し，自作農は体

制的な消滅に向かい, 1990年代以降この動きを一

層深めた。そして農業に留まった少数の若者は，

もはや以前の小農形態の自作経営ではなく，後述

の産業型自立経営を展開している。

　この経済的要因の一方の極は，広がる農外就業

と賃金上昇（表５）で，この段階での農民労働力

価値実現＝農業所得の比較基準は，もはや1960年

代までの農村日雇い賃金ではなく，サラリーマン

の月給や年収となった。この反面で自作農の核を

なした米作経営は，生産調整（作付け減反政策）

とも相まって大きく崩壊した（表６で2000年に米

作付けの76％を占める１ｈ未満層は直接費用で

赤字，地代や利子を含む総費用では99％を占める

5ha層までが赤字だったが，この傾向はその後更

に深まった）。

資料出所：農林省「米生産費調査」の3年毎平均/同省「農村物価賃金調査」

　　（注）：ＩＤ当たり農村日雇い賃金：建設賃金を100とする１日当たり農業所得の比率

資料出所：農水省「米生産費訓査」「2D00年農業センサス」から

　　（注）：Ａの直接費用は。農村日雇い賃金評価の自家労賃十支払い資本利子+支払い地代+物財費

　　　　　Ｂの総費用は，Ａに自己資本利子と自作地地代を加えたもの。

　　　　　Ｃ．Ｄの1.0～1.5は1.0～2.0。

　　　　　Ｄの数字は，農家構成比率を下から積み上げたもの。

⑤　自作農制を支えた貧困と過重労働，家父長制

３）自作農の体制的消滅とその経済的社会的要因

①　農業の比較経済不利益の深まり（経済的要因）



　他方で，戦後「民主化」の進歩の側面を反映し

た高度な経済発展による農民層両極分解の新しい

局面の下で，1970～80年以降，農民の職業と居住

地，結婚等選択の市民的自由や中高等教育を受け

る機会は著しく高まった※。この家父長制束縛の

解消は兼業農家を含め，世代交代を通じて自作農

消滅を促す社会的要因をなした。このことは反面

で，農業の継承を貧困（農業が抱えた相対的過剰

人口）と家父長制による強制から解放し，自己責

任・自己選択の市民的な意志と行動に委ね，農民

は自由な市民社会の成員としての市民となった。

（※母校の新潟県S町立中学卒業生は今ではほぼ

100％が全日制高校に進学，そのため母校の新潟

県立Ｍ高校定時制過程は06年度に閉程した）。

　かくして日本農業は. 1970～80年を境に小農形

態自作農が社会経済的な存立基盤を失い，次の自

立市民が担う農業形態（産業型自立経営十市民型

兼業農業十都市・農村交流農業）へ改革，発展す

る歴史的なシステム転換の時代に入った。この動

きは，やはり小農形態農業の韓国，台湾。中国，

インド等アジアの新興経済発展岡にも通じてい

る。

　今日,1990年代初バブル崩壊後の日本経済停滞，

97年アジア通貨危機，08年アメリカ・サブプライ

ム金融危機，11年ＥＵ財政一金融危機などを機に，

先進諸国資本主義経済は，特に若者の失業・半失

業増大を伴ったデフレ停滞と新たな貧困の深まり

が顕在化している。しかし小農形態農業の自立

巾民的農業近代化へのシステム転換は，もはや後

戻り出来ない歴史の転回点をなしている。農政は

若者が農業内外から参入する企業的農業の創出，

拡大を雇用拡大・デフレ脱却への１つのテコ（グ

リーン・ニューテール）とすべきであろう。

　1969年以降，図１で都府県2ha以上層の世帯

貝一人当たり農家所得は～0.5haの極零細層を下

回り，表３で自立経営の地位を転落した。自作農

制の生存的な農地所得形成力に依った，耕地規模

の人きい小農型自立経営はそれ以来成り立たなく

なった。そして図１の79年曲線以降の，耕地規模

の大きい農家ほど貧しく，規模の小さい農家ほど

豊かになった新しい関係は，小農形態自作農（自

作農主義）がその社会経済的基盤を根本的に喪失

したことを示している。

　ここから日本農業は，産業型自立経営等の新し

い農業システム形成の時代を迎えた。

　表３で見た就業者一人当たり農業所得≧農外勤

労者所得の自立経営下限所得は，筆者の統計追跡

で, 1961～91年に11倍に増大，表７で66～91年に

は，自立経営平均で約７倍に，固定資本は約10倍，

借入金も約14倍に増大し，小農規模水準を大きく

資料の出所：表4に同じ。（注Ｉ）養鶏の91年は90年。（注2）肉牛の66年は77年。

３　小農形態自作農から近代的な自立市民

　農業への展開

１）産業として自立する経営力形成

(１)小農型から産業型へ歴史発展を段階（範疇）

　　づける自立経営の展開

②　自作農民を“家と土地”に縛りつけた家父長

　　制の消滅（社会的要因）
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超える産業的発展を遂げた。この自立経営の形態

は，雇用労働力率が増大しつつあると言え，企業

化が最も進んだ部門でもその率は1996年に14％弱

で，基本的に家族労働に拠る企業的な家族農業経

営であることが明らかだ。表1の1 - 1 (4）の

自立経営は, 1960年代までの小農型から70～80年

以後，年とともに産業型へと経営システムを転換

して来たものと見られる。

　以上の産業型自立経営形成には。農業を小農の

生業（経営と生活一体の家業）から企業（家制度

から自立した人格体である企業体の形成統治と社

会的継承※）へ展開する経営発展力，即ち，大幅

上昇した農外賃金以上に農業所得を増大させる農

業生産・売上げ規模の飛躍的増大，そのための高

度な技術力，経営の拡大・高度化をめざす経営内

外からの資金調達と蓄積力，大量化し質を高めた

生産物の販売や高度な生産資財の購入。更に付加

価値形成力を高める６次産業化等のマーケッテイ

ングカ，労働力や資本等経営資源の市場を通ずる

社会的確保，リスク対応を含む経営管理，経営の

家計からの分離（経営の家業からの自立と社会的

な持続），消費者（市場）の求める安心安全の低

化学巴料・低農薬投入の環境保全農業，家畜糞尿

等を土壌還元して資源循環を図る持続農業等の
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疇にある産業型自立経営への発展を段階づけて捉

える必要がある。故伊藤善雄氏は. 1993年の農経

学会年次大会で筆者が同氏企画”新しい担い手像

“の基本報告をした折に”日本の自作農は昭和30

年代で終わっだと述懐しておられた）。

　わが国では，伝統的な小農形態にある自作農業

経営を市民社会に適合した産業たる産業型自立経

営に発展させるために，家族協定や家計と経営の

分離を伴う複式簿記記帳，法人化等による農業経

営管理・運営の近代化が有効だと考える。欧米の

農業経営は，農民経営から市民社会（資本主義市

場経済）適合の近代化を遂げた後もなお一般的に

は，家族経営（非法人）が軸をなしている。これ

は，欧米農業の近代化が，資本主義経済の自生的

な発生，発展と軌を一にした長い年月をかけて展

開することが出来たためと思われる。

　これに対してわが国農業は，欧米にも例が無い

超急速な高度経済発展に対応して，遅れた小農経

営から企業的農業への近代化を短期問に達成すべ

き改革を迫られている。そのためには，先行した

近代産業の企業経営システムを農業の特質に合わ

せて導入することが有効であり，家族経営であっ

ても市民社会の契約とルールに根ざした家族協定

や複式簿記，法人化等は，生存的な生業ルーチン

と旧い家制度を脱皮する農業経営近代化の決め手

をなし,多くの先進家族農業経営が実践している。

また，法人化と重なって自作農の地域や有志，部

門における集団的な組織化も，生業から企業への

システム転換を促す手法として有効である。然し，

単なる業主たる生業から企業発展への改革意識を

欠く，補助金に支えられただけの集団化がやがて

消えた事例が多いことにも留意すべきだ。

　上記の農業経営の法人化や集団組織化はまた，

農業の跡継ぎ確保が家父長制の縛りとともに消え

たなかで，新規就農者の受け入れにより，出自を

問わず農業の意欲ある担い手を確保する，即ち，

農業の継承，発展。持続を市民的に社会化する有

２）自立市民農業へ，法人化等による経営システ

　　ム近代化の意義

（注６）
構築が欠かせない　　。日本農業は，かつて国

等が上から支えた栽培技術で裸の労働を農地に投

入する生産に偏って，市場経済対応の経営力を欠

いた生存的小農形態の段階を超える，市民社会適

合（市場経済対応）力を持った新しい農業経営シ

ステムを形成する歴史の発展段階に入ったのであ

る。（※はcorporate governanceやgoing concern

と言われる）。

　（1960年代以降の農業経営展開については，梶

井功氏の“小企業農”，故伊藤善雄氏の･‘資本型

上層農”，故大内力氏の“大型中農”などの提起
(注７)

がある    。これらは，経済と農業生産力発展

による規模拡大と機械化等投下資本増大のもたら

す規模の経済性増大や階層問格差拡大を示すが，

1970～80年を画期に，小農形態自作農の歴史範疇

にある小農型自立経営から市民社会適合の歴史範
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資料の出所：同上

（注) 1999年以降。農水省の自立経営統計は組替えを含めて消えた。

力な手法である。

　以上の産業的に展開した自立経営体の農業生産

額が全体の農業生産額のなかに占める割合を，白

立経営の統計把握がなされていた期間（1966～98

年）について見れば，表８の通りである。総計で

1966年の27％（稲作2:3％）から1991年の40% (同

上14％）に高まった（稲作は低下した）後，1998

年には33% (同上10%)に低下している。

　消滅自作農に代わる産業型自立経営等の担い手

形成について，自作農民経営の主体的な成長を中

心に据える道筋が重要であることを強調しておき

たい。

　アングロサクソンやゲルルマン源流の西ヨー

ロッパ・北米の農業経営が資本主義市場経済に対

応して市民社会的発展を遂げたのは，そこでの農

業経営近代化が自作（分割地）農民からの自由で

自主的な発展に拠ったためであった。それは，中

産階級を軸に安定した市民社会を形成する基盤を

なした。

　これに対し宗主国からの権力と金力で外から

形成した中南米や南アフリカの大規模農園は，圧

倒的多数の貧しい無権利な現地農園労働者等と一

部少数経営者の巨大な富との格差形成による社会

不安の絶えない，遅れた社会経済体制を数百年に

渡って存続させた。

　2011年９月に南米のペルー，アルゼンチンを

旅して，現地に詳しい日本人ガイドから, 貧富の

差が大きく（貧困率は50％～30％）貧困層と富裕

層等の間の生活・メンタルギャップは国が違うく

らい大きい（泥棒や強盗が多いが，悪の観念が薄

く，獲物を獲る感覚だとされる）。貧困層の多く

は都市の発展から取り残された貧しい農村地帯か

らの原住民や混血である。彼等は，都市近郊の海

岸砂漠の道路沿い国有地を勝手に囲い込んでバ

ラック住宅を日干し煉瓦や廃材等で建て，何年か

経つと，国は登記を認めるスラム街区を形成，そ

こから大都市センター街で泥棒を含めて生きるた

めの何で屋になる（農村から都市への人口移動の

基地）,等の話とその光景を視たことが印象的たっ

た。中南米は始めて訪ねたが，独立自営農を創っ

て展開した北アメリカと外来者が外から土地を囲

い込んで形成した少数の大規模エステートと大多

数の農奴的農業労働者に分けた中南米の農業およ

び社会・経済構造の差異（独立後の農地改革も極

めて不十分だった）について,文献知識によって，

しばしば触れて来が，今回，その一端を見て。次

の点を感じた。

　封建支配の下で,一旦，自立した農民層（小農）

を形成すること，その農民が都市ブルジョアと一

緒に封建支配を転覆して市民的な自立農民層を形

成することが，近代市民社会形成への欠かせない

ステップだったと思われる。これはアングロサク

ソンやゲルマン系の西欧・北米に典型的だが，日

本・アジアでも不十分ながら展開した。（日本で

３）農民経営からの展開が重要
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は上述したように　太閤検地で月指され徳川中期

以降に地主制とともに形成され，戦後農地改革で

確立）。スペイン等ラテン諸国は，独立自営農民

を形成する問もなく中南米等海外略奪・囲い込み

殖民に走った。訪ねた旧スペイン殖民国はその典

型で，そうした自立農民層の形成を欠いたまま殖

民支配と市場経済化，近代化に投げ込まれたとこ

ろに前述の歪んだ社会経済構造の要因があると感

じた。市民社会形成に向けて，経済発展を始め努

力がなされているが，自立農民層の形成とその社

会経済的地位の確立（農地改革等民主改革）を不

十分にしたままの社会経済発展に大きな歪みを残

していると思った。

　今日のわが国農業について，自立市民農業への

農業近代化が立ち遅れ，自作農消滅とのギャップ

拡大がもたらす担い手の欠落や農地遊休化を捉え

て，株式会社等外部資本の自由な農地取得と農業

参入を広げる動きがある。しかし，新規参入者を

含めて地域に定住する農民自らが農業を小農の生

業から市民社会的産業に改革することなしに，安定

した農業と地域社会を築けないことは西欧･北米

と中南米・南アの経済社会体制の差異に明らかだ。

兼業農家も後継者の他出・断絶    で1980年代

から減り始めた＜表1の1（3）＞。農業センサ

スは，農外所得＞農業所得の第2種兼業農家も00

～05～10年に各23%, 21% (第一種兼業農家は

27%)減ったとしている。

　この兼業農業の後退・消滅と同時にそのなかか

ら伝統的な自作農の惰性的な兼業農業に代わる，

農業の市民的価値，地域社会を支える農業文化等

の多面的価値の重要性を自覚して，持続する地域

農業を組織する市民的な兼業農業が退職参入者等

を含めて生成し始めた。

　経済発展にともなう自作農制消滅の動きと軌を

一にして都市民が多様な形で農業を担う都市・農
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村交流型の農業を生成しつつある。それは，市民

農園（都市地帯は勿論。農村地帯にも簡易宿泊施

設など伴った，市民農園が各地に見られる），学

童等都市民の農業体験や農山村留学,セラピー（園

芸作物栽培等を活用した病気治療）農園など多様

な形で展開している。また，これを組織・支援す

る地域・自治体。農協, ＮＰＯなどの活動も見ら

れる。

　以|この市民的兼業農業や都市農村交流農業もま

た，産業型自立経営（メインシステム）のサブシ

ステムとして日本農業を新しく担う自立市民農業

の一翼を形成しつっある。

（農林水産省の把握で，市民農園の数は09年度末

に全国で3546,面積は1219haである）｡

　以上の（２），（３）について，次の実態が参考

になるので紹介する。

　例えば滋賀県犬上町法要寺集落は，構成員26戸

（水田26ha)が全て第二種兼業農家だが，うち22

戸（水田17ha)の兼業を主業とする若い人たち

が中心になって営農組合を組織，高度な機械化と

土日や年休等を利用した労働の各戸配分出役の農

作業計画等による，主業の兼業と両立，持続する

農業経営に取り組んでいる。ここでは，もはや収

入の上では第２義的で個別に行えば赤字を免れ

ず。親世代の引退とともに消える運命の農業生産

を，生活上は従であることを十分自覚したＬで，

あえて地域農業文化を担う地域農業の合理的な持

続を目的に営農集団を組織，地域社会と農業を再

（２）意識的な市民型兼業農業の生成

（３）都市・農村交流農業

中高等教育の高まりや職業選択自由の進展で，

（注８）

（注９）生させたのである　　  。近年の営農集団報告の多

くに，このような事例が見られる。

　また，茨城県最北端の旧水府村は，過疎地帯で

遊休農地が多く見られるが，そこで退職者等（水

府村の元校長先生と製粉業者。隣の常陸太田市か

ら元銀行員と元電力会社員）４人が共同で，遊休

農地を借りてソバ畑に復元，05年当時約10haの

秋ソバ生産を行っていた。品質は評判が良く。京

都など他県からも引き合いがあった。これは。地

元出身の元校長が在職当時から，かつて地元特産

のソバを愛し,地域で「ソバの会」を立ち上げて。

ソバの生産～打ち～食べるまでの組織活動をして



来たことが土台になっている。このような，退職

年金生活者による農業再生への取り組みも立派な

市民型兼業農業だと言えよう。そして前項（１）

の２）で述べた農業法人化等が，これらの市民型

兼業農業の場合にも経営としての合理的な組織化

や運営に有効であることは言う迄もないであろう。

　以上の市民的兼業農業は，個別の兼業農業も同

じである。かつて新潟県下で開かれた農業座談会

で，後継者を欠く兼業農家の担い手の主婦二人が

回りに農地の引き受け手が見出せないので，将来

農業をやれなくなった時に公的機関が引き受けて

くれないか’Iと切実に訴えていたが，農業に誇り

を持って取り組むなかから，農地と農業の継承を

社会的に支えるべき意識や思いが生れてくるもの

であろう。

　（2000年前後に広島県立大学に在職中，中岡

の四川省や貴州省など条件不利地域の農業実態調

査に参加して，超零細な急傾斜地農業が，経済発

展の中で対他産業就業比較不利益を深め存立が困

　産業型自立経営と市民型兼業農業，都市・農村

交流農業の自立市民農業が小農形態の自作農を超

えて生成発展するために必要な主体的，環境的な

条件について考えて見たい。

　一つは，農業者の自主，自立である。わが国で

も，上述したように自作農制の歴史的消滅を通じ

て新しい産業型自立経営等の自立市民農業を不十

分ながら形成してきた。これ等の農業者は，もは

や封建時代からの狭い農民マインド（考え方）を

超えた，いわば市民的に開かれた自立性の高い考

え方や経営行動に徹している。自主・白立のない

ところに自立市民農業は育たない。わが国農政の

基本問題は,下からの欠落を抱えた戦後「民主化」

の上からの手法が，補助事業の行政基準を押し付

けて農民の自主・自立を奪ったことだ。作れば売

れた時代に国等の構造改善事業で規模拡大した畜

産経営等の少なからずが｡1973年のオイルショッ

クと，その後の経済の成熟化等による農産物消費

の所得・価格弾性値低下で簡単に売れなくなって

消えた内側の要因は，自主的な経営展開力を欠い

たためだった。これに対して，国の補助事業に従

属しない自主，自立に立って展開した経営は生き

残った。これ等の農業者は，今でも農業経営と地

域の自主性を奪う国等の補助事業にまつわる行政

基準の押し付けやＴＰＰ加入等の従属的な国際化

対応のやり方には抵抗感を持っている。

　二つは，以上の自主的で白立した農業経営対応

を貫くために　農業者の権利と利益を社会経済的

に守り発展させる，自主的で民主的な組織結集と

運動が欠かせないことだ。

　三つは，従って国等の農業支援は，農業者や地

域の自主性を犯さない，即ち，農業経営を上から

の行政基準で締め付けない，あくまで後押しの手

法に徹すべきだ。欧米先進国の例に照らしても，

自然の支配や大企業の経済力独占で不利を被る農

業には手厚い国等の支援が必要だが，それは，あ

くまで農業者の自主性を縛らないよう背後から行

うべきだ。

　四つは，農業経営基盤である土地・農地を投機

や乱開発にさらす不適正で反社会的な取得や利用

を排除する公共規制を徹底し，適正な農業利用を

守ることだ。面積や位置など自然の絶対制限を受

ける上地・農地を他の財と同じに自由市場に委ね

ることは誤りであり，それらの公益を守る公共規

制によってこそ，農業や企業の自由な経営発展が

確保される（わが国では，図３に示される, 1980

年代以降に深まった農地価格の農業収益性からの

乖離が，土地利用型農業の産業的，企業的な発展

を困難にしている。これは，農地を取り巻く都市

等からの悪影響によるが，この土地・農地問題の

市民社会的な解決が土地利用型農業の構造改革に

欠かせなくなっている）。
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（４）自立市民農業形成の主体的，環境的条件

難になりつつある実態を見だ　　　。度25度以上

は退耕環林が当然だとしても。耕作可能地での穀

物（基礎食糧）生産について，零細で条件不利で

あっても，また所得増大・生活水準向上を専ら比

較優位な他産業就業に求めるとしても，兼業と両

立する形で維持することが，地域のさらには国の

食糧安定供給確保に欠かせないであろう）。

（注１０）
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資料の出所：全国農業会議所「田畑価格調査］農水省「米生産費調査」

注１：左側数字は農地価格，右側数字は純収益。

注２：水田純収益は，農水省「米生産費調査」の販売農家の田１０アール粗収益から費用介計（物財費と賃料，

　　　自家労賃を含む労賃）と自己資本利子，自作地地代を差し引いたもので。図２の相対的農業剰余と近似

　　　値である。

　五つ目は，農地の小農的な生存基盤が解体・消

滅（自作農の少数産業化と多数の農外就業流出）

したことに伴い，農村住民の農民的同一性が失わ

れ，言わば各人がパラパラな自立市民と化した農

村社会の，市民社会的な再結合を図ることが，農

業の市民社会的な再生一発展のために欠かせなく

なっていると考える。

　今日のアングロサクソン，ゲルマン系諸国やス

カンジナビア諸国の農業の到達点は，文献や実態

見聞を通じて，近代化された家族農業経営を基本

とする自立市民農業である。それは，ペストや農

民戦争の封建危機を前史に，宗教革命を経て市民

革命に結節した上地革命による，分割地農民（小

解を通ずる，自立市民の近代的家族農業経営への

発展である。土地，労働，資本が，分立し資本制

借地企業農のモデルだったイギリス農業も，今日

は自作家族経営が一般的になり, 1914年に90％を

占めた大土地所有は，60年に50％，80年代には

30％に減り，地代率も50～70年の30％から80年代

　今日，自作農の解体・消滅はマクロに進行し

て

いるのに対して，産業型自立経,市民型兼業農業

，

都市・農村交流農業等の自立市民型農業の形成

は

ミクロの点的形成に留っている。また，過度で

従

属的な国際化対応の内圧化（国内農業の保護支

援

策後退）等によって，ミクロに生成し始めた産

業

型自立経営等の自立市民農業の発展は頭打ちで

あ

る。

　即ち農業構造ギャップ拡大が深まっているが

，

これを克服する農業構造改革，特に食料自給率

向

（５）欧米に見る自立市民農業の形成 ４　自作農消滅・自立市民農業生成ギャッ

　プ克服課題―土地利用型農業の構造改革ヘ―

農形態自作農）の人格的自立      に立った，農

法革命（市場経済発展に対応した集約的な畜産拡

大と耕種農業を結合した地力再生産システムの輪

栽式農業や混同農業）と産業革命を経て，経済・

農業生産力発展に対応した農民層の正常な両極分

(注１１)

には５％に低下した　　　　。(注１２)
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上との結びつきが深い土地利用型農業の構造改革

課題の遂行に必要な要件について考えて見たい。

　欧米諸国に比べて資本主義経済（近代的な市民

社会形成）を後発させた諸国は,日本を始めとして，

アジア新興諸国においても，農外就業拡大･賃金

等上昇（農業の比較不利益深化）により土地利用

　ミクロに生成するわが国の自立市民農業は，農

民層両極分解を通ずる自作農業のマクロの解体・

消滅を吸収して上向展開する農業構造改革が極め

て不十分なため，十分な展開を遂げることが出来

ず，この間の構造ギャップを拡大した。即ち，農

地と作付面積の大幅な減少の反面で耕作放棄等の

遊休農地面積が上地持ち非農家とともに大幅に増

大し｡80年代半ば以来，農業生産（額）を後退さ

せ，食料自給率を低くしている　｛表1-2,3｝。

　表８から自立経営の農業生産額シェアの総計

は, 1966. 70年の各27％から産業型へ発展して来

た91年に40％に高まった後低下し続け98年は33％

となった（その後の統計は無い）。同表で稲作の

自立経営シェアは75年の24％から低下傾向を辿り

98年は10％になった。次に表９で，農産物販売農

家数が, 1985年の363万戸から10乍には147万戸へ

と40％へ減ったなかで，95年まで伸びて来た売上

げ１千万円以上農家数はその後停滞から減少へ転

じ，５千万円以上の農家数は05年まで11千戸に停

滞した後10年に９千戸に減った（１億円以上農家

は８％増）。要するに90年代後半以降，中問層が

上層に伸びる動きが極一部を除き全く止まってし

まい，下降一方の流れになったことが大きな問題

である。

　自立経営に関する統計がなくなったことによ

り，産業型自立経営が今日，どのように展開して

いるかを把握することは困難だが，表９に見た農

産物販売規模別別農家戸数の近年の推移から，産

業型自立経営の展開が先細っていることが推測さ

れる。

　また，前述の表４（北海道除く）で土地利用型

農業は，中下層の農家数が減るなかで5ha以上

の上層農家数が一貫して増大して来た（|司表の5

ha以上層は｡1960～72年に300％増，72～80～90

年は各～毎に100％の倍増だったのが，90～00年

には69％，00～05年は12%,と仲び率は低下傾向

にあった。しかし05～10年には30％増へとやや高

まり，特に20ha.30ha以上層も各19%. 22%増

と伸びた）。10年に経営耕地5ha以上規模の農家

戸数は販売農家ベースの全国で10万２千戸弱（05

年比16％増）｡都府県では６万８千戸弱(司30％増）

だが，都道府県の層が経営する農地面積は，24％

（耕地而積調査）に過ぎない。その個数と面積比

注１の2000～5000は2000～3000に，注2の5000～は3000～に読み替える。

資料の出所：農水省｢農業センサス｣

１）わが国における産業型自立経営等のミクロの

　　生成と成長の頭打ち問題

（１）後発経済発展国に共通する自立市民農業後

　　退の農業危機深化

型農業が解体し後退する傾向を免れない　　　。
(注１３)
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率を再び高め始めたとは言え，なお，自作農消滅

ギャップ（中下層規模農家の急速な消滅と弱い上

向発展力）拡大による総体的な担い手欠落と農地･

農業生産後退の危機は深まっており，経営農地規

模拡大の面から自立市民農業形成を加速させるべ

き課題は大きい。

２）経済発展するアジア小農国に共通する問題

　表10,11から，欧米先進諸国が高い食料自給率

や農地面積を健全に維持しているのに対して，ア

ジア小農諸岡が食糧自給率低下と農地面積減少の

傾向を深めていることが明らかだ｡アジア諸国は，

急速な経済発展に伴う農外就業拡大と農業生産の

比較不利益拡大等により，小農形態農業構造が解

体し農地・作付面積減少と食糧自給率低下等の問

題を生じている。だからＴＰＰ等の国際化対応は，

各国の食料・農業主権とともに日本を始めアジア

農業が抱える。伝統的な小農形態農業が経済発展

にともない解体・消滅する傾向にあることと，そ

れによる,経済発展に適合する新たな近代農業（わ

が国では自立した市民農業）形成の間のギャップ

拡大を克服する歴史的課題について十分に留意し

た対応が欠かせないと確信する。

　今日，わが国の稲作等土地利用型農業の最適

生産規模（最低コスト，最大収益）単位面積は

資料の出所：口本は農水省．韓国は農業部，欧米はFAO

資料の出所：日本は農水省，韓国は農業部，西欧はFAO.

注１：韓国の1961年は1965年。

注２：西欧の農地は放牧地を含み。耕地はクロップ栽培農地。

注３：イギリス，フランス，ドイツはＥＵの作付け一生産制限制限の影響が見られるがＥＵに加入していないノルウエイは制限

　　　の影響が無い。
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（２）自立市民農業発展・土地利用型農業構造改

　　革遂行をめぐる留意点

10ha程度とされている　　　。これは，農水省の

コメ生産費調査結果によるものだから，次に述べ

る農地保有の分散状況の実態を前提にしており，

農地が集団地化されれば，最適な経済性を発揮す

る規模面積はさらに増大するに違いない。国の再

生会議が示す，ひら場で30ha,中山間20ha等の

団地面積規模の集積日標は合理性を有していると

言えよう。

　しかし,徳川封建期からの“零細分散作圃”（各

農家が保有，所有するそもそも零細な経営耕地が

集落地域の異なる河川流域などに，さらに零細な

単位で分散して存在している）と言われる農地の

所有構造がなお根強く尾を引いており，耕作者の

実数は1960年当時から2010年には半分以下に減っ

たとは言え，農地の権利関係は夫々の権利者が先

祖から引継いだままの状態が多いと見られるなか

で, 30haや20haの団地にまとめることは容易で

ないであろう。多分。市民社会適合の近代農業を

達成した西ヨーロッパでは100年，200年の年月を

かけて達成したものと思われる。では，わが国で

どう取り組んだら良いか。

(注１４)



　封建時代に起源を有する小農形態自作農を今日

の市民社会適合の企業的農業経営に改革すること

は，かつて権力支配と重なった庇護と家父長的家

制度の下でのみ成り立ち，家族の生活一家計と生

産・経営を混然一体とした小農経営から，即ち，

権力体制や家制度から自立した社会的持続を確保

し，企業経営力を確立した自立市民型農業経営体

への，上昇発展であり，農業生産力と経済の市民

社会的な発展に立った農業経営の社会（公共）化

を意味する。

　それはまた，小農形態自作農民自身の企業的農

業者への成長を含めて，農業と農業経営（者）の

社会経済的な在り方の歴史（時代）的交代を意味

する。この担い手の農民から企業人（市民）への

上昇成長は，親から子への世代交代を通じてなさ

れる場合が多い。生活・農業専門学校の鯉淵学園

在職中に，専業農業経営出身の学生に未だ小農的

色彩が強かった祖父の代の農業と1970～80年代以

降に父母が引継いだ現在の農業経営内容の違いを

把握してくるよう宿題にしたら，今日の農業経営

の自立市民的企業化への展開が良く理解された。

　近代市民社会を拓いた市民革命が，ルソーなど

の啓蒙思想に導かれたように，今日の農業革命を

進める上で，各地域，都道府県，全国の各段階に

おいて，小農形態自作農が消滅に向かっている動

きとそれに伴う企業的な農業経営体等の生成発展

動向（営農集団組織とその法人化や一匹オオカミ

的に展開する先進農業経営），企業的な経営体等

が未だ少なすぎその問の構造ギャップが拡大して

いる問題に正面から向き合って，それを克服する

農業構造改革が歴史的な課題であることを深く認

識し，先進農業経営とその担い手層の数を増やし

て厚くする中長期の地域等農業発展計画を策定し

て取り組むことが重要だと確信する。

　この場合，自作農を超える農業の担い手と担い

方について，前記３の（２)，(３）で見たように,

(1）のメインをなす産業型自立経営（企業的な

農業経営）とともに，持続的な市民型兼業農業や

市民農園等の都市・農村交流農業などの，企業的

農業以外の市民による多様な農業の在り方もサブ

システムとして位置づけるべきだと考える。

３）自作農業の現在の担い手を大切にすべき

　―新しい担い手への農地集積に必要な農地の供

　　給はこれまでの担い手の世代交代等自発的な

　　引退に待つべき―

　日本農業の自立市民的な農業近代化は今日の農

業革命と言うべき歴史的な大事業であり，農業生

産．農業経営の社会経済的な成り立ち方について

農業内外の意識改革を始め，諸制度の根本的な改

革を妛するであろう（既に一定の制度改革が進ん

でいるが，なお，その余地が大きいと考える｡）。

２）農業に関わる各段階で自作農消滅・自立市民

　　農業発展の歴史的必然性に向き合う

①　自作農の歴史的な消滅・構造ギャップ拡大克

　　服の歴史的な課題に正面から向き合った“地

　　域農業再生プラン”の策定と取り組み強化

①　農業を歴史的に担って来た自作農の担い手が

　　農業を続ける限り尊重支援すべき

　地域農業を担って来た自作農がシステムとして

成り立たなくなり消えて行く歴史の客観的な流れ

の理解は重要だが，老齢化しつつあるといえ，現

に担っている自作農の担い手を追い出すようなこ

とは絶対にすべきでない。小農形態自作農は歴史

的な成り立ち方であり，それを担って来た自作農

民の誇りは兼業農業者を含めて尊重されるべき

で，農業を続けている限り社会的に支えられるべ

きだ。

１）農業経営改革の歴史的意義と意識改革

①農業経営の社会・公共化
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②　農業の担い方と担い手の歴史的な交代，だが

　　それは世代交代を通じて進む ②　産業型自立経営をメインに市民型兼業農業や

　　市民農園等をサブに位置づけるべき

③　意識と諸制度の改革が不可欠
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②　農地集積は自由意志を尊重し，地域合意形成

　　と世代交代に待つべき
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近代化    する今日的な課題，有り方に通ずる

ものと考える。

③　自作農から展開する新しい農地利用主体の形

　　成を重視すべき

　だから。新しい担い手への集団地化を含む農地

集積は。営農集団等関係自作農家の合意形成に拠

るほかは，主に自作農家の世代交代を通ずる担い

手の自発的で自然な農地耕作離脱等を通じてなさ

れるべきだと考える。だから，歴史的な土地利用

型農業構造改革の達成は，わが国においても，か

なり長い年月を要することを覚悟してかかる必要

があろう。

４）新しい農地改革（所有と利用の社会的分離に

　　立った所有の社会規制強化と利用増進）を目

　　指す農地の制度と運用

　前記２の(1) 3)で述べたように，新しい農

地利用主体（企業的等の自立市民農業）形成は。

新規参人を含め自作農民からの展開上昇を重視す

べきだ。それは，農業生産法人に見るように自作

農（家）から自立した新たな人格（経営）体の形

成であり，自作農の歴史的な消滅によるおその所

有から自立した利用主体の社会経済的な自立分離

と成長である。

　―地域合意形成手法に加えてもう一つ広域的な

　　農地管理対応が必要―

①　新しい農地改革を目指す新たな農地制度改革

　　の必然性

　既に述べたように，戦後農地改革による自作農

の歴史的消滅は，農地利用が白作農地所有から引

き離され新しい自立市民の農業利用（農業の生産･

経営）に委ねられること，一般に資本主義（市民

社会）発展による農地利用の所有からの自立化分

離と所有の社会的規制強化による有効利用（経営）

への従属，改正農地制度的には農地権利の有効利

用責任義務を必然的にしている。これは，農地利

用をもはや社会経済的基盤を失いつつある自作農

所有から開放（分離）し，新しい社会的な有効利

用に結びつけるやり方で，その大局的な在り方は

新しい農地改革だと言える。それは，農地所有権

の社会化に接近する社会・公共管理の強化を意味

し，かつて故小倉武一氏が提起した農地所有権を

　小農形態自作農の歴史的な消滅・自立市民農業

形成の歴史的な農業構造改革課題は。自作農・耕

作者主義原理の人きな転換，即ち，新たな農地改

革への新たな農地制度改革を必然的にしていると

考える。

④　農地利用集積は強制でなく自然の流れ（世代

　　交代）を通して行うべき

　以上の，所有との分離に立った新たな経営主体

への農地利用集積は，かつての囲い込み運動や戦

後農地改革のように権力や体制が強制すべきでな

く，あくまで，世代交代等の自然の流れを待って

行うべきである。また，地域営農集団の経営体進

化（農業生産法人化）等にみるように地域合意

形成に立って進めることが重要だ。

②　農地利用の所有からの社会的分離と所有の公

　　共管理強化による利用公益への従属

⑤　地域合意の及ばない広域範囲の農地管理がも

　　う一つの重要課題

しかし，世代交代等の自然の流れで生成する農地

の所有と利用の分離，それが自然発生的に放置し

た状態にある農地遊休化は，上記の地域管理（合

意）の及ばない広域に生ずる場合が多い。それは

また，地域を越えるパラパラなマダラ模様，ジグ

ザグにしか発生せず。地域合意（利用権集積管理

センター）の対応にも限界が在る。そこで，広域

かつバラバラに発生する担い手を失う農地利用を

誰が掌握管理して，やがて生成して来る新しい担

い手に結びつけるかが問題である。

⑥　広範囲の農地利用集積努力は農業者の企業家

　　精神醸成に寄与

他方で，自立市民的な脱自作農・近代的経営体

(注15)
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の形成も。地域営農集団からだけでなく，一匹狼

的，広域的に生成展開する場合が少なくない。こ

れ等の農業者は，農地利用供給のパラパラでジグ

ザグな発生にも対応して，集落地域等を超えて広

域的に農地を集積して展開する場合が多い。一匹

狼的な広域的な農地集積の困難克服は，自作農民

の企業経営展開への資質（企業家精神）醸成に欠

かせないとの指摘もある。何れにしても，上記の

農地利用の供給・集積事情に立って，一匹狼的に

展開する企業的農業経営体のJjを逐次厚くしてい

く広域的な農地管理対応が，営農集団等地域合意

形成（利用権集積管理センター）に加えてもう一

つ必要なことが明らかだ。

⑦　都道府県段階で地域（農業委員会）と繋がっ

　　た強力な農地管理機関創設が必要

　そしてもう一つ，目指す30haや10ha等への規

模拡大は，借地による場合が圧倒的に多いと見ら

れる。かつて小農形態農業の地代形成が根差した

地片毎の自作収益の相対的優位性（前記2 (1)

①②）が解体消滅した後，上記の大規模借地経営

の適正地代形成の経営・経済論理は未だ確定され

ているとは言い難く，農地価格は農外からの投機

的な無軌道に晒されている。

　この無軌道かつ空白化した今日の農地の地代・

地価規範を，農業構造改革，新たな産業型自立経

営等の自立市民農業を生成・発展して行くなかで

どのように設定・規範づけるか人きな問題であ

る。農外からの地価問題の混乱や旧自作農地所有

権益の残存が寝強いなかで，賃貸借を自由市場だ

けに委ねることは問題である。また，農地賃貸借

が大道をなす(2010年に農地の貸借は100万haを

超えた）なかで，有益費償還（借地耕作者の上地

改良等投資残存価値の解約時償還）規定の具体化

等と併せて。農地賃貸借に伴う経済関係の規範形

成を誘導する役割を，上記の，都道府県段階農地

機関が地域農業委員会と繋がって担うべきだと考

える。

　そこで筆者は，都道府県段階に広域的，バラ

バラに発生する担い手を失う農地利用権の，タイ

ムラグを伴って生成して来る新しい担い手形成出

現までの中間的な保全管理とそれが密度を高める

ことに伴っての時間をかけた団地的集積と担い手

への引き渡し，その有効利用の担保（有効利用し

なくなったら引き上げて別の有効利用し得る担い

手を探す），農地一般について不法開発等の排除･

是正，既存のせっかく借地で規模拡大等した経営

体が後継者等を欠いて解散することを防ぎ意欲あ

る第三者に繋ぐ等の農地管理機関を，現場の公益

農地機関（農業委員会）と繋がった形で構築する

必要があると考える。そのため，担い手対策，農

地行政，農地保有合理化，農地と経営の世代間継

承を継ぐ農業者年金業務等をワンフロアー化した

対応が欠かせないと考える。

　それはまた，農外からの株式会社等企業法人の

農業参入について，前記２の(1) 3)の趣旨に

立って，地域自作農民を中心に新規咎入者を含

む地域農業者からの上昇展開を重視した調整にも

当たるであろう。

　以上の対応は，東北大震災からの復興について

も有効な措置だと思われる。

⑧　新しい自立市民農業の地代形成と有益費等，

　　規範形成を誘導する役割

５）農業者教育体系の抜本的な刷新と新規参入の

　　拡大

　これまで述べて来たように，小農形態自作農体

制の歴史的な消滅に伴う，新たな自立市民的な農

業経営の形成・展開は，もはやかつての家父長制

的な農業後継者の形成と経営（農家）継承を成り

立たなくしている。上記（２）の１）で述べたよ

うに，親の農業経営を引き継ぐ場合でも，それは

もはや自らの意思による選択であり。自らリスク

を背負った新たな経営展開を必要としている。日

本農業と地域農業，個別農業経営の継承発展を担

う後継者の育成を，もはや家父長制的な農家継承

慣行に委ねたままにしては置けなくなっている。

　そこで，広く農業の内外から，やる気のある潜

在的な資質の高い若者を呼び込み，次代の農業者
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として育成し，農業経営の創造的な継承発展を促

すことが必要である。そのため，農業者教育体系

を抜本的に整備し，そこで育つ農業経営志向者の

特に土地利用型農業参入を支援する対策を前記

４）の農地管理政策整備と相俟って抜本的に構ず

るべきだと考える。
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(注５）関谷俊作「日本の農地制度一新版」(2002年農政調

　　査会）。

(主6)  笛木昭「自作小農業から自立巾民農業へ」第５章「産

　　業型自立経営の展開」(200 6年農林統計協会）。農林

　　漁業振興協議会が毎年行っている「農林漁業の1･ツプ

　　リーダー発表大会」での報告事例等。

（注７）梶井功『小企業農の存立条件』(1973年東京大学出

　　版会），伊藤善雄『現代日本農民分解の研究』（1973年
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　　(1974年学士院紀要）。
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　　1999年Ｎｏ４）。
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（注10）笛木昭「多様な世界農業を見る」（テックス社）

（注11) カール・マルクス『資本論第三巻』（青木文庫長谷
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(注12）Denis.Briton 『Agriculture in Britain』(VAP International

,

　　1995年）

(注13) (注10）に同じ

(注14）生源寺真一「日本農業の莫実」（筑波新沓）

(注15）小倉武一「土地所有の近代化上下」［農山漁村文化

　　協会）,「日本農菜の構造改革」「食料･農業研究センター」

　東北大震災の復旧ボランテアーに３回出かけた

が，自作農体制の空洞化・消滅の動きは，地域農

漁業の復興の進め方にも深い影を落としている。

何日か農地のデブリ除去作業をしていて，一緒に

参加した農家出身の都会人は，農地所有者の姿を

全く見ないのは何故だろう？といぶかったが，自

作農空洞化の流れを説明したら納得した。また，

被災現場に人が居なくなったこともある。こうし

たなかで，県段階の広域範囲で，地域と繋がった

復興への農地権利調整等の事業執行力を形成強化

することが必要だと思った。

　本論で，大局的な新しい農地改革，そこに接近

する農地所有権の公的管理強化を大胆に提起した

が，農業委員会関係者や農地保有合理化法人等，

改正農地制度の執行担当者が。当面する農地集積

事業や遊休農地解消等の課題に，農業構造改革の

歴史的な課題の目的意識を強めて取り組み。成果

を上げて行くことが，そのために欠かせない条件

作りであると確信している。

　故郷の中学同年で革新系町議を歴住した地域

リーダーのＴさんはI‘地域の農業委貝さん方が笛

木君の提起する目的意識に立って活動すれば農業

の改造改革はもっと速く進むだろ”　と言ってく

れている(筆者)。

笛木昭（政治経済研究所評議員。東京大学農学博

士。1936年新潟県の専業農家の長男に生まれる。

宇都宮大学農学部農業経済学科卒業，元全国農業

会議所事務局長代理，元広島県立大学・前鯉淵学

園教授）

あとがき
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