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１．本稿の問題意識並びに目的と課題
　１）問題意識

本稿を始めるにあたって、日本農業をめぐる社
会経済環境の変化についてふれておきたい。ここ
ではとくに重要な環境要因として、①世界食料需
給、②日本の農業政策、を取り上げる。

現在の国際環境と日本農業を関連づけて理解す
る場合、多様な視点がありうるが、もっとも重要
な環境要因の一つとして、世界的な食料価格の高
騰・高止まりとその背景にある食料需給の基調変
化がある。実証論文ではないので詳細なデータを
挙げての挙証手続きは省くが、2006年後半以降の
世界的な食料価格高騰はそれまでの食料価格変動
とは全く異なる次元にあること、筆者なりの言葉
でいえば食料需給のパラダイムシフトが起きたこ
とを十分に理解しておくべきと考える。これは20
世紀的な「常識」＝食料危機は当分起きえない、
という見通しはもはや過去のものとなったことを
意味する。そしてもしそれが事実ならば、日本の
食料安全保障をどのように再構築するかが基本的
重要課題になる。

21世紀を迎えて、世界食料需給の基調転換はな
ぜ起きたのか。その前に、本当に転換が起きたの
かどうか、である。もはやそれは疑いない事実と
思うが、重要なポイントは、2008年9月のリーマ
ンショックによる国際金融危機と現在に至る国際
経済の不調にも関わらず、一向に食料価格が以前
の水準に戻らない（価格が低下しない）ことに理
由や根拠を求めてよいだろう。一般的に経済後退
期、不況期には食料価格は一般物価に比べてさら
なる低下を示すことが多い。とくに今回のような

「世界恐慌」の懸念があるほどの経済危機下にお

いてはなおさらである。にもかかわらず、食料価
格は一定の変動を示しつつも、すでに7、8年にわ
たりそれ以前の価格水準を超えたレベルを維持し
ている。これをもって世界食料需給の基調は転換
したとみてよいだろう。

つぎにそれはなぜか、である。理由の一つとし
て、しばしば投機的資金の流入が指摘される。し
かし、筆者はその影響は認めるが、それは価格変
動幅の増幅に作用するものの、高騰そのものをも
たらすものではないと理解している。価格高騰そ
のものをもたらした原因としては次の3点をあげ
るべきであろう。第1に、中国やインドを始めと
する新興国の経済成長であり、第2に、バイオ燃
料生産の拡大であり、第3に、オーストラリア、
ロシア、中央アジアなど穀物生産国における干ば
つなどによる不作の頻発、である。穀物価格高騰
の原因や理由をこれらの要因に求めることについ
ては、もはやあまり異論はないであろう。しかし、
その意味や意義について、これまでのところ、分
析や評価は不十分ではないかと筆者は考える。一
般的には、これら要因の意味や重みを十分に理解
していないのではないか。筆者はそれを構造の転
換やパラダイムシフトをもたらすほどの作用要因
として理解する。

その理由は以下の通りである。価格高騰要因ご
とに順次みていこう。まず新興国の経済成長であ
るが、中国やインドのような新興国は人口大国で
もあり、これまでもそしてこれからも当分は食料
需要拡大をリードする要因として重要である。当
分の間、世界人口の増加とともに、これら新興国
の経済成長は穀物需要拡大の大きな要因として無
視できないであろう。とはいえ、この点はこれま
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で認識されてきたところである。それは突然現れ
た需要要因ではない。軽視するわけにはいかない
が、いわば予想の範囲であり、織り込み済みの要
因である。

しかしバイオ燃料は違う。直接のきっかけは、
アメリカのエネルギー安全保障政策上の必要によ
りバイオ燃料増産政策がブッシュ政権により打ち
出されたことにある。むろん、その背景には原油
供給をめぐる中近東における不安定要因の拡大が
ある。いずれにせよ、問題の要点は、食料（さし
あたりは、とうもろこし、さとうきび、菜種等搾
油作物に限定されるが、短期的には農地面積一定
の仮定のもとで非バイオ燃料作物の生産制約にも
つながっていく）が、人類史上初めてエネルギー
素材として、しかも大量に消費されるようになっ
たということである。これは全くの新用途であり、
新たな需要の出現である。これに加えて、さらに
重要なことは、食料市場とエネルギー市場とが連
結したことである。考えてもらいたいが、食料市
場とエネルギー市場は、市場規模としてどちらが
大きいのだろうか。簡単な試算をしてみれば明ら
かなのだが、国際市場で取引される主要農産物4
品目（とうもろこし、小麦、米、大豆）と原油に
ついて、生産額や貿易額を比較すると、後者（原油）
は前者（農産物4品目）の数倍ないし十数倍とい
う規模の違いがある（他のエネルギー資源、たと
えば石炭、天然ガス、原子力、水力、再生可能エ
ネルギー資源を含めないでそうなのである。エネ
ルギー市場全体を考えるともっと大きな格差とな
る）。すなわち、食料市場は、その規模よりもずっ
と大きなエネルギー市場にリンクした（させられ
た）、ということである。これまでも投入生産要
素としてのエネルギー価格の変動による影響は受
けていたのであるが、バイオ燃料の登場により、
生産物市場において（アウトプットの世界で）原
油を始めとするエネルギー市場の動向から大きな
影響を受けることになったのである。エネルギー
市場の動向が、インプットを通じてではなく、直
接に農産物価格に影響を及ぼす構造が成立したと
もいえる。だから、パラダイムシフト、なのであ

る。その意味は、新たな独立変数＝世界エネルギー
価格が、食料需給の世界に加わったということで
あり、相対的にはるかに巨大な市場の動向が食料
需給と価格に影響を及ぼすことになったというこ
とである。この深刻な意味を十分に理解すべきで
はないか。

バイオ燃料においても「第2世代」とされる、
セルロース系、木質系の素材（非食料の木質系バ
イオマス等）を用いたバイオ燃料生産技術の研究・
開発が続けられている。これらのバイオ燃料が経
済的に競争力を持つようになれば、また前提が変
わるのであるが、化学反応プロセスの多段階性、
化学的安定性等の特性を考慮すると、技術的には
十分に可能であるとしても、経済的競争力を備え
るのはそれほど簡単ではないようである。不可能
とは思わないが、簡単に実用化できるものではな
い、と現時点では理解したい。

くわえて、近年頻発する大規模な干ばつ被害に
ついて、現時点で科学的に原因が特定されている
わけではないが、もし地球温暖化など地球環境問
題によるものであるとすれば、これも構造変化を
もたらす要因として大きな意味を持つことにな
る。この点に関する科学的知見の蓄積が強く求め
られるところである。この要因については確定的
な判断、評価を下す段階にはないが、もし作用し
ているとすれば、バイオ燃料以上のインパクトも
ある重要な要因であろう。可能性がある以上、少
なくとも対応策を事前に準備しておく必要がある
だろう。

少々長くなってしまったが、21世紀の世界食料
需給は構造的に転換したという認識をもつことの
重要性を強く訴えたいがためにやや詳しく検討し
た。さて日本はそれにどう対処すべきか。この場
合、最初に考えるべきは食料安全保障である。ひ
ところ後景に退いていた観のある食料安全保障問
題が、再度、重要な政策課題として立ち現れた、
ということになる。これも詳細に議論するつもり
はないが、食料の安定供給確保には基本的に3つ
の方法があるだけである。

ところで以下の議論では、革新的な食料が出現
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したり、人類が伝統的な食料品目への依存から転
換することはないということ（要するに主要食料
としてこれまでと異なるものを食べるようにはな
らないこと）を前提とする。日本人を始めとして
人類が全く新たな食料資源を開発する場合は以下
の議論は意味がないからである。たとえばかつて
語られていた（今もときに言及されるが）クロレ
ラなどを主要食料の一つにすることはないという
ことである。現在ならミドリムシ、あるいはカロ
リー生産性の高い新作物などへのシフトというこ
とである。本稿ではそれは考えない。食というも
のは保守的なものであるし、第一、経済成長によ
る所得向上とともに、「本物の食」への需要が高
まることは容易に理解できる。それは穀物や食肉、
乳製品など「伝統的」な食材への需要が大きく低
下することはないことを意味するだろう。生きる
だけの食事であればともかくとして、人類の食が
平常時に抜本的に転換するなどと考えることは、
当面、現実的ではない。

で、話をもとにもどすと、食料の安定供給は、
①安定輸入、②備蓄、③国内生産、のいずれかも
しくはその組み合わせに依存するしかない。問題
はそれぞれの手段がどの程度有効か、である。ま
ず安定輸入に関して言うと、今後ますます不確実
性を増すのではないか、と懸念される。という根
拠は、2006年から2008年前半の食料価格高騰期に
多くの国で食料輸出規制・禁止措置が採用された
ことである。これは、そうした措置を採用した国
の立場から言えば当然の措置であろう。どのよう
な国であれ、自国民を犠牲にしてまでも他国に食
料を輸出しうる国があるとは思えない（「犠牲に
する」という場合、ただ単に自国内の食料価格が
高騰ないし上昇するだけで十分であろう）。その
時にもし輸出を強行する国があるとして、そのよ
うな政府は国民の離反を生むだろうから、である。
ついでに言えば、ランドラッシュ…Land…Rush…（あ
るいはランドグラブ…Land…Grab…）もほとんど有
効性を期待できないであろう。平常時のビジネス
として有望であるとは思うが、危機に際して現地
農場からの輸出が（たとえ日本資本による生産、

管理下にあったとしても）、規制されないわけが
ないからである。

備蓄については、食料備蓄は一般的に極めてコ
ストがかかる方法であることに加え、これまでの
過剰農産物処理等への財政支出に対する日本の世
論を考慮に入れると、実効性を伴うだけの備蓄を
維持することは難しいのではないかと思われる。

結局、国内生産の維持がもっとも効果的であり、
たぶん社会的コストも低いであろう。この点の社
会的コストに関する比較研究が期待される。とこ
ろで最近、「食料自給力」という表現が再登場し
ているが、国内生産体制を弱める方便として使わ
れることのないように願っている。

次に日本の農業政策の動向である。この面でも
さまざまな分野で変化が見られるが、本稿の問題
意識からすると、もっとも重要なものは農業構造
政策に関わる分野である。またその場合でも、戸
別所得補償政策や生産調整政策に関連した政策も
構造問題と関連するが、ここではとくに農地の中
間管理機構をめぐる政策展開に限定して検討す
る。とはいっても、この面での政策展開を全面的
に検討するのではなく、政策を内在的に分析する
というよりは、その機能や効果にしぼって考察を
加えることとする。

現在公表されているところでは、農水省は農地
中間管理機構（農地集積バンク）による農地流動
化を「画期的に」進めるとして、平成26年度予算
要求300億円余り（25年度補正予算400億円余りと
合わせて700億円規模）を行っている。事業の内
容としては、借入する農地の賃料や管理経費、事
業推進に充てる農地中間管理機構事業経費として
314億円（26年度予算要求と25年度補正予算の合
計、以下同じ）、農地の出し手への協力金等の機
構集積協力金交付事業253億円、農地台帳の電算
化や電子マップシステム整備等の農地情報公開シ
ステム整備事業110億円等が計画されている。ま
た関連する他の事業として農地の大区画化に1514
億円を要求している。

これらの要求は、2009年12月に改正農地法が施
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行され、それに合わせて前の自公政権時代に計画
された農地利用集積円滑化対策の再登場を想起さ
せる。この事業は政権交代に伴って、事実上潰え
たのであるが、構想された当時、マスメディアで
は数千億円にも及ぶ事業規模として取り上げられ
ていた記憶がある。当時、農地法改正に伴って、
株式会社等の一般法人の農地借入が認められるこ
ととなったが、それに対抗する形で（？）、農業
内部において構造「改革」を推進しようとする政
策展開として一部で受け止められたのではなかっ
たか。これは当時提起された平坦地での20～30ha
経営の育成策として考えられていた。しかし、筆
者は当時でもその効果を極めて限定的に捉えてい
た。つまり、農地流動に効果はあっても農業構造
の変革をもたらすインパクトは有していないし、
まして農地の面的集積にはつながらないとみてい
た。要は、事業として力不足であるうえに、政策
手法として不十分という評価を下していたのであ
る。

筆者はかつて（1992年から99年にかけて）北海
道に在住していた折、北海道の農地問題を抜本的
に解決するには大胆な農地国有化ないし農地の中
間保有機能の抜本的強化が必要と唱えたことがあ
る。すなわち、農地流動化に加えて面的集積を図
るには、中間保有機能の強化が是非とも必要と理
解していた。そして、中間保有機能を強力に展開
するためには北海道の農地約120万haの50％、あ
るいは少なく見積もっても20％程度は中間保有す
ることが必要と考えていた。また中間保有の形態
は、十分な面的集積を担保するために所有権を取
得する必要があると考えていた。そのために必要
な資金額を試算してもいた。

それでは、現時点（とはいっても資料の関係で
2011年現在）でいえば、それにはどれほどの資金
が必要となるだろうか。厳密な計算には準備不足
なので、極めて大雑把に見積もってみよう。北海
道の農地評価額の合計を1兆6000億円とすれば、
その50％は約8000億円、20％なら3200億円とな
る注1）。これを反対から言えば、筆者の理解では、
北海道の農地問題を解決するには最低でも3200億

円、できれば8000億円の資金が必要になるという
ことである。農業構造の変革を本気で目指すなら
ば、それくらいの財政投入を厭うべきではないの
である。もちろんこうした中間保有機能の強化が
なぜ必要かは、具体的に説明しなければならない。
しかし今はそれが目的ではないので、その点は棚
上げさせていただこう。実はこの金額自体は、そ
れほど大騒ぎする額ではない。かつて筆者が北海
道にいたときに金融危機が起き、日本長期信用銀
行（現在の新生銀行）などが破たんしたことがあ
る。当時は金融のシステミックリスクを回避する
という名分で、財政資金が投入され、長銀は国有
化された。その時に直接投入された国費は約8兆
円ともいわれ、最終的な国の負担は4兆円以上に
なったとされている。それに比べると少ないし、
加えて農地を国有化した場合は地代収入があるの
で、実際はそれほど国民が負担することにはなら
ないのである。

ともかく、そうした試算結果と対比して考えて
みると、今回の農地中間管理機構関連予算はそれ
ほど大きいとは言えないだろう。この程度の予算
額で有効な構造変革はもともと無理だろうと思わ
れる。制度設計が適切かどうかという評価以前の
問題ではないだろうか。

しかも、面的集積機能はそれほど持ち合わせて
いるようには思えない。この面的集積を確実に、
しかも広範囲に行えないと、筆者の言う「農業構
造変革」が成功したとは言えないし、そもそも構
造変革は実現しないであろう。面的集積を実現す
る政策装置が組み込まれているのかどうか、それ
が現代日本における構造政策手法・政策手段の重
要な評価基準なのである。繰り返しになるが、そ
れが欠けているのである。

まして、北海道以外の都府県の場合は、相対的
に「高地価」であるだけに政策効果は限定的にな
らざるをえない。都府県について、主要地目であ
る田について同じように試算してみると、田の
面積が224.9万ha、地価は1363万円/haなので評価
総額は30兆6539億円となる。その20％ですら6兆
1308億円である。あまりにアバウトすぎるかもし
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れないので、東北と九州だけに限定して試算する
と、それぞれの田について、面積60.8万ha、32.3
万ha、単価が672万円/ha、1015万円/haなので、
田の総額は4兆858億円、3兆2785億円となる。そ
れぞれの20％は8172億円、6557億円である。都府
県で十分な中間保有機能を発揮するには莫大な資
金が必要と見込まれ、現在の財政を踏まえるとほ
ぼ不可能とみてよい。

以上、縷々検討してきたのは、何も数字の遊び
をするためではない。中間保有機能を活用すると
いう時、実際にそれを機能させる場合に必要な所
要額を示したうえで、現実的かどうかを確認した
かったのである。だからといって、「市場原理」
に任せてしまえという気は全くない。むしろ逆で
ある。筆者は中間保有機能を発揮することは構造
変革において極めて重要で、不可欠の条件だと考
えている。少なくとも、農地問題だけは、市場メ
カニズムで解決できるはずはないのである。だか
ら、市場メカニズム重視を唱える人たちには、市
場メカニズムに依存して構造変革を達成できた国
や歴史があったらどうか教えてもらいたいもので
ある。

農業構造問題とは本来何であるのか、その起源
と構造変革の意味（と困難）を十分に認識するこ
とを通してのみ、この問題への現実的接近が可能
となる、というのが筆者の問題意識である。現在
TPP加入をめぐって農業構造改革の必要性が論
じられている。農業構造のあり方が日本の経済・
社会のあり方と関連付けてあらためて強く問われ
ている。

筆者は、現段階のTPP加入は日本農業の構造
的特質、世界農業の類型論的理解を踏まえれば時
期尚早と考える。しかし、問題はTPP加入をめ
ぐる議論そのものというより、農業構造問題の理
解の仕方にあると考える。日本農業の構造問題の
世界史的な位置を把握することが本質的に重要で
あり、世界農業類型のなかで日本農業をどのよう
に位置付け、構造問題の特質の理解を通じて構造
変革の困難さをきちんと理解すること、ひいては

構造改革を行うとすればどのような政策手法が構
想されるのか、ということの検討が現在極めて重
要になっていると考える。本稿ではそのための
問題提起を試みる。なお、盛田（2011、2012a、
2012b）において、本稿と共通の問題意識に基づ
いた議論を展開している。

本稿で構造問題という場合、もっぱら経営規模
の問題に焦点を当てて論じている。厳密に言えば、
構造問題を規模問題に収れんさせることは、農業
の営みの他の多くの側面（土地保有・生産様式・
生産物の質と量・経営組織など）を捨象してしま
い、問題を過度に単純化してしまうことから一般
的には必ずしも適切とは言えない。しかし、反面
で構造問題をめぐる論点を明確にするうえで、さ
しあたり必要な限定と考えられる。すなわち、多
面的な問題が絡むとはいえ、日本の農業構造問題
の焦点は規模問題にあるというのが本稿の立場で
ある。したがって以下では経営規模が構造問題の
主要側面をなすとの前提で論じる。
　２）目的

本稿の目的を簡単に示すと次の通りである。①
世界農業の類型論的整理を行うこと、②世界農業
類型のなかで日本農業の位置付けを行うこと、③
構造類型の設定をもとに構造改革の特質、とくに
その困難を指摘すること、④困難ではあるが構造
改革の手法を考察すること、さらに⑤日本の農業・
農村を維持するために構造改革が必要であること
の理由を提示すること、である。以上によって、
日本農業の構造改革をめぐる議論のパラダイム転
換にむけた問題提起を試みるものである。
　３）課題

以上の目的を達成するため、従来の農業構造問
題に関する研究、議論、提案を整理する。とくに
注目するのは世界農業類型設定に関わっての農法
論研究であり、また構造改革の方法論に関わって
の農地流動化論である。

２．これまでの議論
農業経営規模との関わりから、既往研究は以下

のように整理できると考える。
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　１）類型論的把握

世界各国の農業を地理的、歴史的類型化を通し
て把握する方法論的立場はこれまで広く見られ
る。地理的条件に着目し、温度や降水量など気候
条件もしくは傾斜や土壌など地形・地質条件に応
じた農業の特質を踏まえた農業類型の設定は地理
学の教科書にもあるようにかなり一般的である。
さらに、「平坦部が少ないから日本農業は規模が
零細である」など常識的理解をもとにした「説明」
がなされることも多い。しかし、近代以前の社会
において、平坦地が少なくて農地面積（＝食料生
産力）が狭小であるとすれば、農業以外の産業に
よる人口扶養力が備わっていない限り、当該国も
しくは当該地域の人口（正確には人口密度）は少
数にとどまるのであり、日本や東アジア諸国のよ
うに「人口稠密」な国は成立し得ない。地形論的
理解は「常識」的には妥当するかに見えるかもし
れないが、全く論理的根拠のない解釈である。

また歴史的視点から類型を設定することはこれ
まで普遍的に見られる。封建的生産様式、あるい
はアジア的生産様式・農耕方式などがその例であ
る。もう少し具体的にいえば、水利に着目してア
ジア的専制を導き出し、強力な中央集権的政治体
制のもとで営まれる共同体的農耕方式、あるいは
封建的関係に基づく荘園制生産などであり、さら
には生産力展開を背景とした小農的生産方式など
といった経済社会の類型的規定である。しかし、
こうした社会経済史的類型ないし範疇規定は、土
地所有や保有、生産力の発展や生産物の帰属関係、
身分的規制などの社会経済的条件の歴史的・地域
的比較分析に優れている反面、農業経営規模の規
定性に関する関心は希薄であり、農業構造問題把
握のうえで必ずしも有効ではない。
　２）農業史・農法論的把握

筆者の農業構造問題理解は、基本的には一面で
先学による農業史・農法論研究の成果に負うてい
る。すなわち、西欧と日本（東アジア）の農業史
及び農法論（とくに農法の比較）研究は、農業構
造のヨーロッパと東アジアの相違を理解するうえ
で欠かせない知見を提供している。農法論研究に

おいては、飯沼二郎氏による世界農法の「中耕農
業」と「休閑農業」という地域性に重きを置く区
分と（飯沼(1985)）、それを批判的にとらえて三
圃式から輪栽式へという農法発展段階の普遍性に
重きを置く加用信文氏の農法段階論的把握がある

（加用（1972）、農法研究会（1975）所収の保志恂
論文）。筆者は、農法論研究においていずれかの
立場に立つものではないが、少なくとも農業構造
問題への接近に向けて世界農業を類型化するうえ
では飯沼二郎氏の整理に立脚することが有効であ
ると考える。
　３）農業構造論的把握

これも多方面にわたる研究蓄積があるが、さし
あたり生産力論的アプローチ、とくに梶井功氏や
今村奈良臣氏らの階層間生産力格差論をあげてお
きたい。梶井・今村理論が画期的であったのは、
稲作に限定してではあるが、階層間生産力格差の
形成を実態調査及び統計レベルで初めて確認し、
農業構造変化をもたらす経済的動因を析出し得た
ことにある。つまり大規模階層への農地集積が経
済的には進むはずであることを明らかにしたので
ある（梶井（1973）、今村（1969）など）。また、
筆者はその後に梶井氏、今村氏が解明した生産力
格差が借地料水準としても「実体化」したことを
確認している（盛田（1988））。しかし問題は、稲
作に限定してとは言え、農地流動化を経済的には
引き起こすに十分な規模階層間格差が成立し、し
かも現実の借地料水準が小規模階層の所得を上回
り、かつ大規模階層の剰余を下回るという、小規
模階層にとっては不満のない、また大規模階層に
とってはリーズナブルなレベルにあるにもかかわ
らず農地流動化の速度と広がりは構造改革にとっ
て十分なものではなかったことである注2）。

　４）政策の失敗に着目する立場
これも枚挙にいとまはない。農業経済学者は一

般に、構造政策は北海道を除いて失敗したと断定
してきた。旧農業基本法制定に重要な役割を果た
した人物も率直にその失敗を認めているのだから
当然だという雰囲気すら学界において漂ってい
る。実は筆者もそういうスタンスを長らくとって
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きた一人である。しかし、これは自省すべきでは
ないかと考えている。農業経済研究学徒自身が、
農業構造問題の困難さをどれだけ客観的に示して
きたのかといえば、むしろ忸怩たるものがあるの
ではないか。筆者の今の理解からすれば、構造改
革を進めるべきという立場の研究者は、問題の困
難さを十分に理解しないでそれを主張してきた
し、現在も主張しているように見える。とくに規
制緩和や市場メカニズムの活用で構造改革は問題
なく進むという見解は、完全に構造改革の困難さ
を見誤っているとしか思えない。ただしその一方
で、構造改革反対論者が構造改革の困難さを正確
に理解してきたようにも思えないのである。　
　５）構造改革の方法論

　　－主として農地流動化をめぐって－

前項で少しふれたが、農地流動化をどのように
進めるか、が中心的論点であった。梶井・今村理
論の立場からいえば、正常な農業収益を前提とす
れば経済学的には階層分化が進んで農地流動化も
進行するという見通しであったろう。実際、速度
はともかく、すう勢としては、小規模階層から大
規模階層へと農地集積の流れは明確になっていっ
たのである。残された問題は、それをさらにどの
ように促進するかという政策論である。農地流動
への助成、1970年以降の農地法改正、1975年の農
用地利用増進事業の創設以来の農地制度改正はま
さにその政策的対応であったといってよい。しか
し、農地流動化のテンポが必ずしもその時々の
国民経済的もしくは政治的状況からして十分なも
のとは見なされなかったことも事実である。筆者
は、もともと農業構造改革や農地流動化はそれほ
ど劇的に進行するものではないと考えるが、しか
し、そうも言っておられない状況であったことも
理解できるし、さらに現在では、高齢化の進展と
耕作放棄拡大によってまさに待ったなしの境地に
至っていると考えている。その意味では構造改革
を進めうる方法論＝政策手法が問われているので
ある。それが存在するかどうかはまた別としても。

なお、構造改革の要点は規模の経済を実現する
ことに主眼があることから、組織化、作業規模の

拡大という方法があり、それに対応してかつての
地域農業集団・地域営農集団、現在の集落営農が
想定され、また作業受委託が行われたのである。
規模の経済実現が目的のすべてではないが、経済
的な形成条件としてそれが基底にあったことは事
実であろう。

３．世界農業の類型論的整理
　１）類型化の視点と基準

類型化の視点としては、構造問題に接近するた
めの有効性であり、構造問題に関して日本農業の
位置付けを明確にすることに貢献するかどうかが
ポイントである。また構造問題が経営規模問題に
集約できるとすれば、世界農業の主要タイプを経
営規模に基づいて類型化することが考慮されるべ
きこととなる。
　２）類型設定の考え方

しかし、単に経営規模で類型化したのでは、類
型の歴史的、地域的特徴を浮き彫りにすることが
できない。言いかえると、経営規模格差をもたら
す規定要因の理解を踏まえた類型設定が必要とな
る。

それは、第1に農業の歴史そのものであり、第2
に気候・風土による近代以前の農業の土地生産力
水準である。

農業の歴史に着目するのは、およそ経済社会の
制度は歴史的に形成されたものであるが、歴史あ
る産業としての農業は、歴史的規定をさらに強く
受けているのであり、とくに土地＝農地の所有と
利用に関する諸制度や社会的実態は歴史的に形成
されてそこに実在するものであるだけに、変革は
容易でないと考えられる。これを反面から見れば、
歴史的規定を受けない新大陸諸国農業は、極めて
特異なタイプであると言えるのである。すなわち、
本来、無住地ではなく、先住民が生活し、占有し
ていた空間と土地であったものを、無住地である
がごとくに先住民を排除しつつ、いわば歴史から
無縁な形で自由な農業システム、農地の所有・利
用システムを作り上げ、それだけに極限までの規
模拡大とまたそれを可能とする農地制度をもつこ
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とが可能となったものである。これはヨーロッパ
や東アジアではとうてい考えられない歴史過程で
ある。ただし、イギリスだけはこれに近いこと

（enclosure）を行っている。
また、気候風土の違いはヨーロッパと東アジア

の類型的差異をもたらした。アジア・モンスーン
地域は夏季の高温多雨によって植物の生長力は旺
盛で、土地生産性が高い。これに対してヨーロッ
パでは低温冷涼気候であるために土地生産性が相
対的に低い。さらにアジア・モンスーンの生産力
の高さは雑草管理を極めて重要な要件とする。い
わば、東アジアでは高い土地生産性ゆえに相対的
に小面積で家族を養える（同時に領主ないし地主
に貢租、地代を提供しなければならないが）もの
の、不適切に規模を拡大すると雑草制御が不十分
となってかえって収量が落ちてしまう可能性すら
ある。ヨーロッパはこれと反対に、家族（と領
主）を養うには、相対的により大きな面積が必要
なわけである。こうした土地生産性格差は、飯沼

（1967）、（1985）、加用（1972）、農法研究会（1975）
所収の是永東彦論文、椎名（1978）、戸谷（1976）
などに近代以前のヨーロッパないしは日本の農業
の穀物収量が掲げられており、東アジア（日本）
の高収量、ヨーロッパの低収量を見て取ることが
できる。ちなみに飯沼によれば、播種量に対する
収穫量の比率は18、19世紀においてヨーロッパが
4～5倍程度であるのに対し、日本は40倍とされて
いる。

こうしたことから、ちょうど経営規模格差にも
対応して、東アジア型、ヨーロッパ型、新大陸型
の３つのタイプの農業類型が設定される。
　３）類型の設定

世界農業を類型化するときは、本来、もっと多
くの類型を設定すべきであろう。しかし、上述の
考え方に基づき、かつ農業の国際間競争や構造問
題把握の視点を踏まえれば、次の3類型を設定し
て論じることで差し当たりは十分と考えられる。…

４．類型間移動の可能性
　１）類型間移動の条件と考え方

構造改革を考えるうえで、考慮すべきであるの
は「どの程度」規模拡大が必要か、ということで
あろう。むろん、技術開発の進展状況や立地・気
候風土などによって一律に望ましい規模というも
のを設定することは難しい。しかし、経済のグロー
バル化に多少とも対応しようとする場合、何らか
の目標基準が必要であろう。筆者はそれを「ヨー
ロッパ並み」としたい。ただし、ヨーロッパ並み
といっても国によって異なるのであるが、差し当
たりは前掲表のEU25平均の16ha程度を目標とす
べきと考える。この点は、実は、規模の経済や複
合化を考えた場合、経営合理性の視点からはやや
過小規模とも思われるのであるが、構造改革の困
難さを想定すれば、これでも十分に困難であると
思っている。また、日本農業の経営規模をヨーロッ
パ並みに近づけるためには農地流動化をどう進め
るかが課題となる。さらに重要なことは、農地流
動化においては、単なる面積の集積では十分な効
果が得られないことである。当然にも「面的集積」
を同時に進めなければならない。しかし、この面
的集積はさらに難問である。
　２）類型間移動の可能性

ヨーロッパ並みと言ったが、それは何故か。も
しアメリカ並みを目指すのであれば、農家数＝経
営体数を100分の1にしなければならず（すなわち、
総農地面積の拡大は難しいであろうから100戸の

表　世界農業の主要３類型

類型 旧大陸型農業 新大陸型
農業東アジア型 ヨーロッパ型

典型国 日本 EU25カ国 アメリカ
平均経営規模（ha） 1.7 16.0 169

他の主要国 中国、韓国
イギリス、
フランス、
ドイツ

オーストラリア、
カナダ

出所：ポケット農林水産統計、原資料をもとに筆者作成
原資料：農林水産省「2005年農業センサス」、European…
Commission“Agriculture… in… the… EU（Web-site）”、
USDA・NASS“Census…of…Agriculture…2007”
注：日本は農業経営体のうち家族経営の経営耕地面積平均、
EU25は耕地永年牧草、永年作物及び自家農園面積平均、ア
メリカは農場の土地面積平均
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うち99戸に農業を辞めてもらう必要がある）、こ
れは荒唐無稽であることは誰でも理解できよう。
ではヨーロッパ並みが簡単かというと、同じ理屈
で農家数が10分の1になる必要がある（同じ言い
方をすれば、10戸のうち9戸に離農してもらうこ
とになる）。ただし、離農は絶対的な条件ではなく、
大部分の農家に集約農業に転換してもらい、保有
する大半の土地を提供してもらうことでもよい。
しかし、それはそれで、土地提供農家がもっと多
く必要となる。また、離農ではなくて集約農業へ
転換するとなるとそちらの部門で競争が激化して
農産物価格の低下が起きる可能性があり、その対
策を講じなければならなくなるだろう。

いずれにせよ、ヨーロッパ並みと言っても決し
て易しい目標ではない。これまでの延長線上に到
達できるとは思えない目標である。
　３）構造改革の手法

これは難問中の難問であると思う。野田公夫教
授は４つの世界農業類型を設定し、東アジア地
域（第Ⅲ類型）を「構造政策不能地域」と規定し
ている（野田（2007））。野田氏の類型は、筆者の
類型設定より包括的で、類型の性格規定まで行っ
ているなど優れた類型設定である。敬意の念を禁
じ得ない類型設定と評価している。いちおう筆者
も世界農業類型をこれまで提起しているが（盛
田（2006）、（2008a）、(2008b)、（2011）、（2012a）、
(2012b)）、類型化そのものは即物的に過ぎるかも
しれない。ただ、筆者はあきらめが悪いこともあ
るが、日本農業を「構造政策不能」とまでは規定
したくないのである。その理由は、日本農業は現
在、国民の理解と支持をいちおう得ており、内閣
府調査（2010年9月）では食料自給率が「低い」、「ど
ちらかというと低い」が計74.9％、また別の設問
で「外国産が安ければ輸入した方がよい」はわず
か5.4％である。今のところ、国民は日本農業を
支持し、価値を認めてくれていると見てよい。し
かし、筆者はいつまでもこのような日本農業への
支持が継続するとは思っていないし、いつ急変す
るとも限らないと考えている。それゆえ、国民の
支持を確固たるものにするため、日本農業も自助

努力の姿勢と成果を示すべきであり、それには一
定の構造改革を行なうことが必要と考える。その
実績と成果を踏まえて、ヨーロッパ並みの農業・
農村支援策を国民に対して堂々と要求すべきでは
ないかと考えている。

　問題は構造改革を実現するための政策手法で
ある。農地流動化と面的集積を同時並行させなけ
ればならない。そのためには税制（固定資産税の
課税方式、相続税納税猶予制度の運用）の活用や
新たな助成制度の導入、農地の中間保有機能の強
化とそれへの強力な誘導などが考えられるが、い
ずれにせよそのための実効性を伴う制度設計が必
要であることをここでは指摘するにとどめたい。

５．検討の結果　－暫定的結論－
　１）構造問題接近における視座の転換

構造問題は、単なる願望や教科書そのままの主
張を行ってもほとんど意味のない、すぐれて歴史
規定的な問題であることを理解すべきである。市
場メカニズムに委ねても問題は解決しないし、ロ
シアや中国の経験が示すように中央集権的な手法
をとっても効果はあまり期待できない。
　２）類型間移動＝構造改革の困難を認識するこ

との重要性

要するにいまだ成功例がない課題である。唯一
成功したと言えるのは、一応、イギリスのエンク
ロージャーであるが、今それを行う社会経済条件
は全くといってよいほど存在しない。そもそも民
主主義社会では実行不可能である。それだけに政
策手法の検討には学界の叡智を結集する必要があ
ると考える。
　３）構造改革手法をめぐる論点

要点は、所有権ではなく利用権をいかに面的に
集積するかである。構造改革が達成できて初めて
日本農業は新たな地平に立つことができるのでは
ないか。すなわち、個々の農業経営の立場に立っ
て考えると、農地集積のための経営資源（時間、
経済コスト、経営者能力・エネルギー）投入を節
約でき、製品開発、技術の導入と改善、マーケティ
ングなどの分野に経営者がさらに能力を発揮でき
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る条件を整えることができるのである。つまり、
農地集積に経営資源を投入するのは生産的とは思
えないのである。また、日本が構造改革を実現す
る方法論を探し当てれば、それは当然にも同じ問
題を抱え、直面する東アジア農業の発展に大いに
寄与するのではないかと考えられる。とにかく歴
史的に前例がない試みであり、しかも極めて困難
な課題であるが、何とか方法論を探し当てたいと
考えている。

注1）試算の概要は次の通り。北海道農業会議「平成23年　

田畑売買価格等に関する調査結果」などを参考に北海

道の水田地帯の中田価格を300万円/haと見積もる（ち

なみに、中田価格は空知322万円、上川210万円）。ま

た、普通畑価格は150万円/ha（十勝155万円、オホー

ツク137万円）、牧草地は50万円/ha（釧路57万円、根

室49万円、宗谷34万円）と見積もる。いずれも平均値

ではなく、かつて北海道に滞在していたころの筆者の

実感に基づくアバウトな数値である。北海道内でも農

地価格の地域差は大きく、また普通畑などはもう少し

高いような気はするが、だいたいの価格として理解し

てほしい。この土地単価に、それぞれの地目面積（田

22.4万ha、普通畑と樹園地41.7万ha、牧草地61.5万ha、

なお、樹園地は3000haとわずかなので普通畑に合算し

た）を掛け合わせると、地目ごとの価格総額が求めら

れる。すると、田は6720億円、普通畑6255億円、牧草

地3075億円で合計1兆6050億円となる。

注2）盛田（2013）では農地問題分析の研究史を整理し、到

達点と課題を提示している。
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