
第3部 総 括 討 論

近藤 総括討論の議長として梶井さんを指名し

ます。

議長 実態調査のご報告 にしても、また理論的

な問題につきましても、当面する最大の関心は農

地の賃貸借をめ ぐる問題であったと思います。い

いかえれば、これか らの問題として土地所有とい

うものをどのよ うに考えなければならないか、農

地法の全体系としての自作農的土地所有、それが

動きつつあるとするならば、あらたにそれを止揚

していく体系はいったいなんであるか、そのあた

りに問題の軸があったと思います。

そこで本 日の総括討議をすすめるにあたりまし

て、別表のような 「総括討論テーマ」を幹事が協

議の上で作成 しました。いうまでもな く、ここで

の研究は日本の問題であります し、とくに中核農

家といわれるものをめ ぐっての展望を もちたいわ

けです。

総括討論 テーマ

1.自 作農的土地所有が 「解 体」または 「空洞 化」

しつつ あるといわれ る。その 「解 体」ない し 「空

洞化」 の内実 をど う把握 す るか。

2.農 地法45年 改 正 が意 図 した再 編の方 向はい

か に理解すべ きか。賃貸借 によ る農地の流動化

一 「土地 の農業上の効率的な利用を図るため」

の地代政策 と くに4%及 び25%条 項 の意 味を

ど う考 えるか。

3.実 態 が しめす賃貸借の性格を どう把握するか。

不 安定 な耕作 権 と高率小作料が前提 とな ってい

るが 、この点 について どうい う展望を もちうる

か。

口}分 解の 現段階 との関連及 びその展望

{2}生 産組 織 の位置 づけと中核農民 の存在形態

な らびに機能

4.自 作農的土地所有止揚の方 向

{1)土 地利用権安定化 のために何 を問題 とすべ

きか

② 借地権 価格 の性格 それ が第2の 所有

権 にな って しまわない保障はなにか

{3}雑 作補償 はいかにあ るべ きか

{4)中 核農 家 と土地管理 システムについて

自作農的土地所有の止揚 と書いてありますが、

昨日保志さんが提起した近代的土地所有の問題、

そしてまた土地国有化の問題、あるいは第3の 形

態がありうるか、そういう観点から考えてみたい

例えばフランスのGFAな りSAIFそ し

てまたGAECの ような経営体がいったいどこに

おちつくことになるのか、中核農家というものが

経済史のうえで一定の安定 した時期をになうこと

になるのかどうか、そういうことです。

一方、近代的土地所有というかぎり、そこには

借地権の社会的 ・経済的な安定独立 ということが

含まれている。そのことと、今われわれの農地法

とはどういう関係になるのか、この点、宅地の方

の借地権のあり方、そしてまた農業の上での西 ド

イツ、フランス等の新 しい立法の企図を考えつつ、

ここで議論してみたいと思うわけです。あまり予

断的なことを議長がいうべきではあ りませんので、

このへんで議論にはいりたいと思います。それではま

ず今村さんの 「自作農的土地所有の空洞化」につ

いて、空洞化の内容のご説明あたりからひとつ始

めていただきたいと思います。

今村 自作農体制の終焉とか自作農的土地所有

の空洞化といった言葉を私つかったのですが、そ

のポイントは、昭和45年 前後の大きな制度改正に

注目しているわけです。戦後の農地改革によって
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自作農構造が生まれたわけですが、たんに自作農

が支配的になったということだけではなく、農業

政策の装置として農地制度、食管制度、土地改良

制度、金融制度、農協制度すべてが統一的につ く

られ、農業基本法もそれが前提だったといえる。

それが昭和45年 時点 で変 ったという点に問題を

おいたわけです。それは実態の変化に応 じて、矛

盾が表面化 し、制度改正をせざるをえなくなった、

という認識なんです。

それに先行する十数年の高度成長経済のなかで

一番大きくインパ クトとして出てくるのが労働市

場の拡大とそれにともなう農家労働力の流出と兼

業化、さらに 「土地もち労働者」層の累積という

ことです。そして同時に、他方の極で、借地型の

経営規模拡大が萌芽的にあらわれ、それが大型機

械の導入に乗 って、自作農的家族経営を前提とし

た労働組織を排除し解体させてい くことを重視 し

たわけです。同時に、土地市場 ・高地価がインフ

レの進行と共に、土地投機をともなって現出して

くる。とはいえ農業地代はそれほどあが らない。

つまり地価と地代 との乖離ということが新 しい借

地を促進していく。こういった実態認識で、例の

論文を書いたわけです。

新しい借地経営は、あるいは萌芽的なのか もし

れない。しかし伊藤さんの北陸の報告にもあるよ

うに、かなりの広が りをもつにいたっていると思

います。萌芽は、全国的に一般化 しつつあると考

え られます。

現われてきているタイプはいろいろです。しか

し問題は、この空洞化が、どこへ再編されるかと

いうことですし、一昨 日いらいの議論もそのへん

に焦点があ ったと思います。そのへんをこの研究

会で、あるていど共通の認識にしてお く必要があ

ると思うのです。

昭和45年 の農地法改正について、国会の委員会

速記録を全部読んでみたんですが、政府の答弁 も

議員の質問も、なにか自作農主義に借地農主義を

接木したという評価を しているように読みとれま

す。梶井さんにいわせると借地農主義を全面に押

しだ したのだといわれるかもしれません。これは

しかしニュアンスの差ではすまないと思います。

標準小作料の報告がありましたが、あの実勢小作

料との差をどう考えるかという問題がありましょ

う。標準小作料は平均階層の地代支払能力として

政策論としては成 りたつわけですが 一一つまり農

民保護という目的で 一 しかし一方ではより高い

地代支払能力のある階層が形成されていることを

否定 してはならない。実勢小作料とはそういうも

のだとするならば、単に高率小作料として片付け

られないものがあると考えます。階層分解が高い

生産力階層を成立させているとするならば、また

もしそれが農林省がいう中核農家であるとするな

らば、農地法の地代政策との関連をどう考えるべ

きか、単なる接木 じやない借地農をどう考えるべ

きか、そこへ行きついてしまうように思います。

またあとで議論に参加 しますが、とりあえず問題

だけお話 しするにとどめます。

議長 磯辺さんどうですか。自作農体制の終焉

というわり切り方についてどうお考えですか 。

磯辺 困りましたね。一昨 日来のお話をきいて

いて若干感 じたことをお話することにします。

今もご指摘がありましたように、農業外か らの

条件が強 く作用 して、自作農的土地所有なり自作

農経営が解体あるいは空洞化 しつつあるという事

実はまさにそのとおりだと思います。しか し問題

は、そのことに対応 して農民層が作 り上げた生産

組織なり請負耕作への展開が、果 して 自作農的土

地所有を解体 していこうという動きそのものなの

かどうかという点を、もう一度つめてみる必要が

あると思 うのです。

いいかえると自作農体制の中軸たる農家経営が

自己を維持存続させ るためにゆがめ られた形で、
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外部条件への対応の姿として、たとえば生産組織

が生まれてきたのではないかという疑問です。だ

か らもっと生産組織の経営構造をつめてみて、そ

れが果して独自の経営構造といいうるのかどうカ、

そのあたりが十分明らかにされなければならない

と考えるのです。

このテーマのなかに 「土地利用権安定」という

言葉が出てくる。この利用権の安定ということは、

一定の生産力の水準の社会的な確立ということを

含んでいるし、その積極的な展開じたいがみずか

ら利用権の安定をつくっていくという側面がある

と思 うのです。

それからこの生産組織の担い手は中核農家にま

ちがいないとしても、土地提供者たる兼業農家は、

この生産組織の外部の人間だと割 り切れるのかど

うか、このへんが非常に気になる点なのです。

同時に、農業外の条件変化との関連をもっとつ

める必要がある一 生産組織なるものの構造把握

の手法としてですね。昨日保志さんが報告された農

業外との生産力格差、労賃格差、こうした格差構

造を、生産組織の構造把握のときに一定の生産関

係的条件 としてきちんとおさえておかなければい

けないと思います。そうでないと、一方的に生産

力が延びていくというような安価な楽観論におち

いってしまう危険があります。

それからフランスのお話をうかがっていて感 じ

たのですが、従来のわが国の自作農体制というの

は、単なる私的な 自作農体制だったのではないか

ということです。これからは、そうではなくて 「社

会的な自作農体制」とでもいうような展開が具体

化してくるの じゃないかとも考えるのです。これ

は保志さんの国有化と同じことなのかもしれませ

ん。そこへいたる前段の問題として、今申しあげ

たことが問題 になるのじゃないかと思います。

今村 その 「社会的」というのはどういうこと

ですか。

磯辺 問題意識としては農民の行動様式を考え

ています。自作農的な行動様式。それがどこまで

基本的なのかがひとつの問題なんですけれども。

資本家的な行動になるかどうかは別として、そう

ではなしに集団的な対応、集団的な自作農体制 と

でもいいますか、そういった意味で申したわけで

す。

議長 個人的な土地所有を残 した上での集団経

営、そして集団的所有の形成といった東欧や中国

のタイプと土地国有について、阪本さんいかがで

すか。

阪本 日本では自作農の歴史があったというこ

とでいいのじゃないんですか。私は土地国有でも

集団的所有でも実態は大 してかわりないんだとい

う感 じです。ソ連だって、革命での意義は大きか

ったけれども、考えようによっては集団的土地所

有みたいなものなんですね。別に土地国有だから

生産指導を国家が自由にやれるなんて考えること

がおかしい。集団的所有でも行政でやれる。とこ

ろで集団的所有をなぜここで問題にするんですか。

磯辺 近藤先生や阪本先生におききしたいので

すが、中国と東欧と直接かかわりがあるかどうか

は別 として、現在の日本における自作農の解体 ・

空洞化に対応する生産組織の意味について、それ

を所有の変質と意義づけるかどうかということで

す。国有化にむすびつける前に、そのことを明ら

かにしたいのです。

議長 大きな問題になりましたが、これはもう

少 し議論をつめてからとりあげることにしたいと

思います。むしろ今の磯辺 さんの指摘があ ったと

ころですが、生産組織は自作農的土地所有を止揚

するものではなく歪められた対応 にすぎないので

はないかという問題提起がありました。この点、

伊藤 さんなり酒井さんからご意見をだして下さい。

伊藤 そのようなきめつけ方では片手落ちだと

いう感 じをもちます。生産組織というのは小農経
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営が自立的に再生産を行な っていけない様々な条

件の上で、ある意味では止むをえず生まれた結合

体であるわけです。そしてこの組織体のなかで、

兼業農家はますます兼業化し、専業農家は名目と

もに中核化 していく。構成員内の質的な変化が起

る。磯辺さんがいわれるように端緒形態としては、

ゆがめられた形で自作農体制を維持するという機

能をもちながら、同時に自作農体制を空洞化 してい

くことに手を貸 していく。その後者の意味をこそ

積極的にみるべきだというのが私の見解です。

酒井 自作農体制の歪め られた発現形態として

しまうことには反対です。今までの 自己完結的な

家族労働組織というものが大きく変 ってきている

ことを私は重視 したい。新 しい生産力とくに機械

の導入によって、土地と労働力の結びつき方が非

常にかわってきていることです。資本がより大規

模な拡大をもたらすのであれば、つまり自作農が

自作農として拡大 しているのであれば別ですが、

複雑な分離と結合があらわれて くる。例えば全面

請負と部分請負の併存、集団のもつ機械と個人の

もつ機械との併存といったこと、一定の土地に機

械と労力が くっついたまま、はいりこむのじゃな'

い。機械が土地を支配し、それに労働力があわせ

ていく、これは、家族労力と経営と土地が一体を

なしている自作農的土地所有とは異質なものだと

いうのが私の感 じなんです。もっとも、それがす

ぐ集団的な土地所有につながるのかどうかという

と、まだ経過すべき段階はあるだろうと思います

けれども。そういった考えです。

磯辺 私が申しあげているのは、皆さんのいわ

れる現実の姿を否定 しているのじゃないんです。

まさにそうだと思います。しか し生産組織の経営

構造と申しましたが、そのことが経済全体の格差

構造のなかにもう一度おきなお して再把握 してみ

る必要があるのではないか、ということを申しあ

げているのです。もっとつっこんでいえば、生産

力的な条件の展開と形成がありなが らも、それ じ

たいはひとつの制約のあるもの、格差構造に規制

されたものであ って、手放 しで 自己貫徹するもの

じゃないのではないか、つねに自作農的なものに

復帰する可能性をはらんでいるようなものではな

いか、したがって、自作農の空洞化が直ちに自作

農体制の止揚だと見ることは問題があるという意

見です。

議長 常盤 さんいかがですか。

常盤 どうも生産力発展 と格差構造を統一でき

るかどうかわか りませんけれども、私は価格問題

がやはり重要だろうと思います。高い地代を支払

う高い生産力の農家が出てきたことの社会的なメ

カニズムを、価格規定層がなへんにあるかという

ことと関連させて考えてみなければならないと思

います。もし一般の自作農的な水準が農産物価格

を規定しているとするならば、生産力の高い層は

超過利潤を獲得 し、それが地代負担能力に転化す

るわけでしょう。そうだとすればこうした高い生

産力が一般化 した段階では、それは消失していく

のではないか、このへんはいかがですか。

伊藤 農業白書によると、中核農家は米作一本

というよりも多様な商品生産農家の方が多いと書

いています。この商品生産農家ということに注 目

するならば、価格規定階層が上昇すれば、当然、

特別剰余価値は消えていくことになります。米価

というのは政治が働きますけれどね。しかし、そ

れはそれとして、現実の社会発展は、常に価格規

定階層を上回るより生産力の高い生産者を生みだ

さないではおかない。そういうイタチゴッコのく

りかえしが現実 じゃないで しょうか。価格規定階

層が上昇すれば特別剰余価値はパーになるとはい

えないと思います。

常盤 私が申し上げているのは、分解の系譜は

別として、価格規定階層が利潤範疇をもって、つ

まり資本主義的経営として成立することができる
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だろうか、という点なんです。生産力格差がある

かぎり、常に特別剰余価値があるのは当然なので

あって、しかし価格規定階層の上昇が、果して利

潤範疇を社会的に確立するものとして現われる見

通 しがあるかということを問題にしているのです。

酒井 価格規定階層が果して自作農であるとい

えるかどうか、この点はどうですか。生産費調査

によると、下層の方がコス トは高いけれども、下

層ほど多額の賃料料金を支払 っている。今までみ

たいに自家労力でやらないし、そのことに上層が

対応 している。こういった農家が価格規定に参加

しているとすれば、それは自作農といえないので

はないか。

常盤 下層が自作農の実体をなくしてきている

ことは否定 しません。しかし、価格規定層がそこ

にあるといっているのではありません。請負なら

請負ということにまきこまれている現実の上で価

格規定層がきまってくるわけで…・・…・

酒井 下層にとっては、その価格水準ではやっ

ていけない………

常盤 だから委託に出してしまう………

伊藤 米価は平均生産費ベースの概念、しかし

これも自作農そのものだとはいえないと思います

が。

常盤 実証の問題でしょうが、理論的には価格

決定の限界原理といわれるところのものがc+v

範疇であって、それより高いところでは利潤が発

生し、現実には地代に転化するわけですが、c+

v範 疇を克服した利潤の確立が見通せるかという

ことです。

議長 昭和43年 以降、米価水準 が実質的に低

下 してくるなかで、事実上の賃貸借は逆に急 ピッ

チで拡大しました。石川の竹本さんなんかは、こ

れがチ ャンスだといって小作を大きくしたのです

が、これはどうなりますか。

常盤 農業内の他の作目に比べれば、やはり稲

作は依然として有利だった。作目間の格差もなく

なった ら竹本さんなんて出てこないん じゃないで

しょうか。

伊藤 格差をもちだすな らば、やはり賃金格差

が決定的で………

常盤 下層が請負にだすのはそういうことでし

ょう。私がいっているのは価格規定層のことなん

です。それに対 してどう有利かということが農民

の行動をきめる。上層に剰余がでてくることは、

一定の価格水準が前提となりますね。その価格規

定層がいったいなにかということをつめていかな

いと議論がすすまない。そういうことを申しあげ

ているのです。

今村 議長が指摘 した減反低米価のもとで借地

が拡大したという問題にもう一度たちかえった ら

どうでしょうか。米価は都市均衡労賃で一応みて

いますが、兼業農家の老人労働ではそれほど自己

の労働を見ていない。もっと低 く考えているわけ

です。どのていどに考えているかは別として、そ

の差額の部分は地代化していくわけですね、理論

的には。こうした土地が相対請負なり生産組織の

なかにくみこまれ、高い生産力のもとで、かな り

大きな特別利潤が形成されて くる。そうして、均

衡労賃部分の地代化した部分を上層がかすめとり

つづ、同時に相対的に高い小作料を支払 う源泉に

していくということが進行 していったのではない

ですか。

このような土地提供が発生 してくるのは、ちょ

うど流失労働力が若年から農家の基幹労働力の流

失にまでゆきわたった時期でもあるわけです。こ

れはかなり急激にすすんだ。こういうことが一方

にあ って、今でてきている大きな借地農というの

は、この農業と非農業との格差構造をかなり利用

しているとみていいと思います。しか しそ ういう

格差構造があ り、それを前提としなが らも、米価

政策としては均衡労賃に立たざるをえない。だか
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ら、格差構造が、農業構造の変化にどういう影響

をもたらしているか、あるいは政策の展開が農業

構造の変化にどういう因果関係をもつかとい うと

ころに問題があると思 うんです。

常盤 米価がすえおかれても生産力発展があっ

て請負関係が拡大 した、だから米価の問題ではな

いということにはならないと思います。

議長 常盤さんのおっしゃることを整理す ると

こういうことですか。農産物価格規定層が上層に

シフトしても、価格の構成はやはりc+v+mで は

なくてc+vの 水準にとどまらざるをえないだろ

う。したがって借地農としての規模拡大があって、

その層が価格規定層になったとしても、価格の範

疇は依然として自作農的なものであると、つまり、

できあがった階層が自作農であろうとなかろうと、

いや自作農そのものであるかどうかは別として 、

価格構成の点からして自作農範疇のなかで動かざ

るをえない論理におかれている一 そういう意味

ですか。

阪本 自作農が空洞化 してしまっているとした

らいったいどういうことでしょうか。農地法で所

有権の統制をするなんてことはナンセ ンスとい う

ことになりませんか。所有権は自由にしておいて、

耕作権だけみていればいい、そういうことですか。

議長 近代的土地所有ということのひとつのイ

メージがそのへんに………

伊藤 フランスでは近代的土地所有そのものの

議論があるんで しょうか。

稲本 土地所有が近代的土地所有であるかない

かとい った議論は、まず今は行われていません。

フランスの農地の所有権の移動は自由です。'だれ

が買ったってかまわない。ただ経営面積の上限と

下限があるんですが………

中江 空洞化といっても500万 総農家が全部そ

うだといえるかどうか。例えば中核農家とい う概

念と空洞化との関係 はどういうことになりますか。

自作農 じゃない中核農家………

議長 空洞化ということを農家のなかから、い

いかえると家族労働力の構成という点からながめ

てみたらどうでしょうか。つまり世帯員の個人が

生産組織をつ くっていくケースと、妻とあとつぎ

を含めて又は夫婦プラス両親という家の形で受託

にまわるというケースと、どちらが多いと考えた

らよいでしょうか。いろいろご報告をきいていま

すと、後者のようなケースの方が少ないのではな

いかと思われるんですが。この点キメ手になりま

せんか。

伊藤 富山の例なんかは典型ですね。それぞれ

テンデンバ ラバ ラの個人行動の集積ですね。その

梶井説には賛成です。新潟の個別相対請負でも、

息子の職業選択の自由はおかされることはない。

ワンマンファームですか、そういう展望が強いと

思います。

議長 内部要因としての空洞化とならんで外部

要因としての空洞化とい うことも問題になりえま

すね。空洞化をそういうふたつの側面か らみるこ

とはどうですか、そういうことで格差構造論にせ

まることが可能かどうか、このあたり美崎さんい

かがですか。

美崎 内部要因重視も結構ですか、外部要因軽

視には反対です。自作農という家族経営内の人間

の変化と、外部の労働市場 との関係は、単なる契

機とか刺戟といったもの じゃないと思います。経

済構造全体の問題でしょう。原書過程とちがって、

農業の自主的な展開をする土俵がすでになくなっ

ている現段階で、内部要因からの空洞化で説明 し

つくすことはできますまい。現象として存在 して

も、それが農業構造変化の主体的な要因とはいえ

ないでしょう。経営間の生産力格差を土台におい

て、農産物価格c+vを 実現しえないものが流出

し、そうでないものが残 って、そこか ら企業的な

資本主義経営が展開するといった発想 じたいが、
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そもそもまちが っていると考えるんです。

農家の生産力競争の土俵として、はじめから保

志さんの格差構造なり、常盤 さんの価格規定階層

をもってこなくっちゃいけないと思うんです。そ

れか ら、農産物価格の市場とい っても米価 とい っ

た極限された狭い市場ではダメなのであって、も

っと広 く工業部面 も含めて考えなければな らない

一 例えばみかん地帯では自作農計算か ら企業的

利潤計算原理に脱皮する動きがある。失敗したの

もあるが成功 した場合、その蓄積 した資本は農業

外へ流出するのです。もっと広い土俵でものを考

えるべきだ、これが私の感 じです。

議長 市場問題という観点から、中安さんいか

がですか。

中安 まず価格市場のことですが、その土俵に

非常に大きく財政がかんでいることに注目したい

と思います。米価だけではなくて、生産資材たと

えば機械 についても、その導入には補助金がから

んでいます。こうしたことは今後 も続かざるをえ

ない条件だと思 うわけです。政策 じたいが食糧の

確保という方向をとらざるをえないとき、そして

また農業生産に大 きな資本財が不可欠とな ってき

ている以上、個人であろうと生産組織であろうと、

その利子の実現なしには経営を維持できない。そ

のことと農産物価格とのギ ャップ、これは財政の

サポー トなしでは考え られません。

ですから自立的な自由な発展を空想することじ

たいが意味がない、したが って、自作農でなけれ

ば資本主義経営だというような発想、そのどちら

かに分けて問題をたてたとしましても、どっちに

もならない形で分解が進むのではないかという感

じなんですけれども。

今村 財政援助の存在を無視 しているわけじゃ

ないのです。補助金は公共性 ・社会性を主張 しま

す。地域とか集落 とかを単位に考える。そして現

実に大型機械を駆使 しているのは特定の個人かも

しれないが、それは回り回って、恐 らは高い生産

力の一般化のもとで米価水準を引き下げ、財政負

担が少なくなることが期待 されていると思うので

す。格差があることは否定しません。しか し政策

が財政投資や財政援助をどういうデメンジョンで

や っているのか、それが農業構造をかえていって

いること、そのことが議論の焦点だと思うので、

自生的な自立的な農民層分解が行なわれていること

は全 く考えていません。この点美崎 さんも誤解 さ

れていると思いますので………

中安 私がいいたかったのは、ギクシャクしな

がら経済はそれでも進んでいく。それを進ませな

いような政策はとれない、ということなんです。

北海道の農家は、離農者と規模拡大層 とにはっき

り分れつつありますが、私が調べたかぎりで、そ

の分れめは第1次 構の機械導入事業であって、そ

れに乗 ったか乗 らなかったかがキメ手にな ってい

る印象を強く受けています。それ以前の段階では

なんら異質なもののない農家群がそういう分裂を、

時間の経過のうちにもちこんできているようなん

です。こうした動きは内地では少ないのですが、

こういう分解を経過 しているとはい うものの、そ

の大経営が資本主義経営であると手放 しにいうこ

とはできません。

今村 基本法のとき、いわゆる選別政策 という

ことがいわれてから15年 、この間の変化は大き

いと思 うんです。政策 じたいは決 して直接的な選

別ではなかった。しかし事実上そういう方向に進

む し、進まざるをえない。このことが、昔のまま

の自作農体制だといい切 ることはむずかしい。

議長 だいぶ時間をとりました。現段階の分解、

個人なり組織内での賃貸借の拡大ということをど

う把握するか、これは全員共通の認識 に立つこと

はできない話だと思います。今後の調査研究のな

かで夫 々認識を深めたいと思います。とはいえ、

こうだということはでないにしても、こうではな
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さそうだという共通の認識はでそうな気がします。

どうでしょうか、ζういうことは。今の分解の展

望 として、三位一体の自作農体制 はゆ らいできて

いるが、近代的土地所有そしてその上に立つ資本

主義的経営という方向をもつものでは、どうもな

さそうだ、ということです。そこで、もしこうい

う 「どうもなさそうである」という展望に立 った

場合、45年 の農 地法改正ということ、それか ら

中核農家という概念を、どういう点から問題にし

たらよいか、そのへんの議論を最後にしていただ

きたいと思います。

伊藤 今の 「共通認識」には異議があります。

自作農的土地所有というのは、戦後の日本資本主

義に適合 した土地所有形態なのであって、現段階

はその土地所有機能を再編 しつつある、そういう

資本主義の段階として理解すべきだと思うんです。

どうもよくわか らないといった、けっきょくそうだ

・と思 うんですが、そういう共通の場なんてありえ

ないと思います。例えば実勢小作料、不安定な耕

作権、そういったことを本当に問題にしている農

民がいるだろうか、そのへんのところの議論なし

で、近代的土地所有の方向への可能性を否定 して

しまうのは正 しくないと思 うのです。高い小作料

とか不安定な耕作権というのは第3者 のかってな

判断ではないで しょうか。農民は近代的な利用権

を実現 しつつあると思 うんですが。

阪本 土地改良の補償も自然にちゃんとメ ドが

つ くで しょうか。

伊藤 資本投下の回収という意識で、耕作者有

利に解決 している実例があります。

議長 しか し、内部対立で徹底 した土地改良事

業ができないとい うことも現実ではないでしょう

か。それから、耕作権が安定 していないのにもか

かわらず、組織のなかでは安住できるのは阪本 さ

んのいう大数の法則ですか、不安をみんなでかか

えているか らこそ不安が除去できる………

阪本 集団にたのめば、必要なときにいつでも

返 してもらえるということ、借手側か らいえば、

個人的事情は全体のなかでなんとかなる、調整で

きる、そういうことです。あるていどのひろがり

がどうも必要だということにすぎないんですが。

酒井 標準小作料いいかえると平均規模での4

%、25%条 項の制約内の小作料規制、これは賃貸

借による農地の流動化をすすめることにはならな

いと思います。農地法の45年 改正が借地農主義

への展開とはどうしてもいえないんじゃないです

か。例えば山形庄内で2hα ペースの平均値で地代

を強制 している。実さいの、もし中核農家という

ことをいえば、それは3hαペースでなければおか

しい。規準的階層をどこにとるかということの方

が問題であると思うんですが。

議長 私も農林省か らデータを借 りて計算機に

送 りこんだんですが、標準小作料と実勢小作料が、

反収横軸でどういう傾向線をたどるかというと、

どうも2つ の型があるようにみ られるんです。ひ

とつは山形 ・秋 田の型で、標準小作料の トレンド

と実勢小作料の トレンドは何千円といった差で平

行 にシフ トする形をとる。もうひとつは、政策の

干渉で、新潟 ・宮城の型ですけれども、標準小作

料の反収に対する トレン ドのタ ンジェン トが、実

勢小作料のそれより小 さい。つまり反収が上るほ

ど両者の較差は大きくなるという結果をえていま

す。どうも中江 さんのグラフからは必ずしもそう

は読みとれないんですか、全県データでやってみ

ると、そういうことになっているんです。どちら

がいいというんではなくて、問題はそういう政策

の意味ですが、中江 さんの報告にあった町村単位

の地代表、あのなかでcと かvを 土地豊度にかか

わらず一定にしているのがあった。また無条件に

頭から25%で 地代 を切 っている。このことは何

を意味するか。高い生産力のもとでの高い反収の

維持 という原則が賃貸借をつらぬいているかぎり、
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それは借手にとって大きな超過利潤をもたらすよ

うな地代規制が、標準小作料の論理にふ くまれて

いる、そういうことは石井さんどうですか。

石井 なんともいえないんです。政策がそうい

う意図をもっているかどうか、そういうことを予

定 しているのではないと思 うんです。政策は農地

改革の自作収益価格算式 を思想と してひきつい

だ。経営者報酬をなんとか確保 したい、そうあり

たい、とい うのが政策なのであって、ありうると

かあるという問題ではない、それが政策の………

議長 ありたい、という思想はどこからでてく

るのですか。

石井 米価の都市均衡労賃も同 じじゃないです

か。地代政策では破たんしてきているんですけれ

ども。

議長 ありたい、といってやった政策ですね。

分解の展望のなかで、できそうもないものをやり

たいという答案として出してくる、そういう政策

をどう考えるかということなんですが。

伊藤 その政策評価の考え方については異論が

あるんですが………

議長 議長のワクをはずれてしまって申訳ない

んですが、こういう考え方はどうでしょうか。昭

和30年 の統制小作料は、都市均衡労賃と経営者

報酬を確保するという意味で、むしろ小作の方向

を否定 した。逆に自作農化の方向をはっきりとと

っていた。そういう賃貸借規制ではなかったかと思

うんです。ところが45年 改正 はそうではない。

賃貸借の拡大を方向づけようとした。そこでの賃

貸借は、近代的土地所有への接近を期待していた

と考えたいんです。

ところが現実の分解のなかで、今にいた って中

核農家という概念をもちこんできた。それはどう

も自作農概念 らしい。自作農プラス部分的または

補完的な賃貸借です。自小作前進型の旧態依然た

る農民範疇 ・土地所有、さっきの議論からすれば

c+vの ワクをはみでるもの じゃない。農地法を

どう評価するかは別として、純自作農ではないが、

価格範疇としては自作農主義体制、どうもこうい

うことになってきている。 こうした妙な形になっ

ていくような経営に対応した土地所有の再編の方

向というものについて、どういうことを問題にす

べきかというのが今ここでの問題かと思われます。

さっき阪本さんがちょっとふれかけたんですけ

れども、空洞化だといって しまえば、土地所有の

問題を問題 としてとりあげることが意味なくなる

ということかもしれません。このことと関連して

フランスのGFAみ たいの発想が日本で可能かど

うか、こういう問題指摘 もありました。さて、全

体の整理 にはなりませんが、次の機会にもういち

ど皆さんと議論 したいと思います。

最後に近藤座長にしめ くくっていただきたいと

思います。

近藤3日 間にわたり、非常にむずかしい問題

を うかがいまして、大変勉強になりました。しか

し、ある意味では、日本は非常に不幸だと思いま

す。というのは、農業の生産の主体がどこにある

んだろうか、ということがはっきりつかみきれな

いでいる状況だと思 うんです。 ドイツでもフラン

スでも、ともかくそれは問題をかかえているにし

ても、イメージはあるように受けとれます。はっ

きりしていると思うんですね。けっきょくそれは、

社会全体が、農業をどううけとっているかにかか

っている一 ここで最近行 ってまいりました中国

の印象をひとことつけ加えさせていただきたいと

思います。農業のためにサービスす るために工業

はある、という論理が中国にはある、そういう概

念というか考え方ですね。5カ 年計画を3回 やった

わけですが、まず農業の計画をたてる。それから

軽工業、そのための重工業と、そういうことなん

ですね。生産単位としての人民公社 、これは多 く

の トライアル ・アンド・エラーの道を歩むんです
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が、どうも無理があってはいけないということで、

生産隊、日本でいえば部落位の単位ですね、こう

いう単位で土地の管理が体系だて られてくる。土

地の管理が生産そのものになるわけですが、また

その規模も能力も実状に応 じて大きいものも小 さ

いのもあるようです。とにかく、生産の主体 とい

うのがすわ っていて、それに役立つように人民公

社が編成されて くる。公社経営の農具工場 とか肥

料工場とかがつ くられる。生産の主体、いちばん

下の農業生産の主体は生産隊なんですが、それが

生産の主人公としてはっきりしている、きわめて

はっきりしているんですね。まあこういったこと

を思い出しなが ら、日本にとって、非常にむずか

しいことを我々はや らなければいかんなというこ

とを感 じたわけです。いろいろありがとうござい

ました。
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