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1.当 面 の土 地 問題

戦前の土地問題といえば、農業における土地所

有関係をめぐる問題を想起すればそれで十分であ

った。だが、現在では、たんに農業サイ ドだけで

なく都市サイ ドにとっても、土地問題は深刻なそ

の存立の死命を制する課題になっている.都 市問

題の第一には、いつも住宅難があげられるが、そ

の住宅問題は基本 的に消費者にとっての高地価問

題であ る。それが住宅地の都市水準の劣悪化を生

みだし、過密化 は環境悪化 ・環境破壊をつ くりだ

してい く。それが肉体的にギ リギ リのところまで

通勤限界地を拡大 するが、だからといって、そこ

で都市水準は改善 されるどころか、却ってギリギ

リのところまで劣悪化させられ ていくのである。

そうした野放図なスプロール的都市拡大は当然に

農業用地を虫喰い状態に荒 らしていく。 このよう

な拡大 ・蚕食が、高度経済成長過程を通 じて、地

域開発の名の もとに全国的に拡散され、開発計画

が 資本の投機を生み、その大資本の投機がまた

新たな開発計画を呼びこんでいく悪循環をつくり

だし、全国的に地価水準の上昇をひきおこしてい

ったのであった。この計画と癒着した投機という

点に、投機の現代的性格が示されている。

このようにして、現在の土地問題は、都市問題

と農業問題を、その根っこのところで結びつける

国民的課題となってきているのである。それは一

面では資本主義がつ くりだした都市と農村 との対

立をいっそう深刻化させているかにみえ る。たと

えば、農民の土地売 り惜 しみが地価上昇の元凶で

あるとか、だから市街化地域の農地には断乎 「宅

地なみ課税」を実施すべきであるとか、マイホー

ムロー ンが支払えなくて一家心中するに至るのは

それがなされないからだとか、 さらには消費は減

少 しているのに政策米価は上昇 して、 しかも米は

過剰ではないかとか、集中豪雨的な輸出の尻ぬぐ

いは農業の負担で行 うべきだとか、全く諸局面に

及んでいるといってよいだろう。だが、その反面
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で長期的な国民経済としていえば、それ らの議論

は、どこかおか しいのではないかという素直な疑

問 も、前者の 「農業悪玉論」の喧騒さにくらべて、

静かに国民の間に拡まってきていることも事実で

あろう。

たとえば、先頃出された東京都の農林漁業振興

対策審議会の答申(昭 和52年)は 「都市と農業と

が結合した一体的なもの」であるという 「全都民

的立場」をその基調としている。その発想は、農

本的には、産業としての農業自立のための政策投

資が、結果として都民の生活環境 ・自然環境を保

全 し増進することとなるということである。東京

都の農業は昭和40年 から50年 までの10年 間に、

その農業専従者の50%、 耕地の43%、 さらに農家

の31%を 失っていった。 しかもその耕地は都市計

画区域内に98%が 包摂され、 その64%が 市街化

区域内にある。それでいてなお、全国人口の1割

をこえる東京都人口の消費にたいして、野菜の11

%、 牛乳の8%な どを供給 し、特定野菜では、つ

まみな84%、 こまつな73%、 うど68%、 たかな

67%な どの域内自給率を依然として保持 してい

る。このような事実の認識、とくに旧来の方式で

の都市問題解決の困難の認識が、改めて都市農業

の見直しを生みだしてきているのである。たとえ

ば、最近になって、東京都が これ まで群馬県嬬恋

村との間で実施 してきた野菜の契約栽培への価格

政策的投資の不安定さが改めて反省 されはじめ、

積極的に都内の都市農業に野菜生産団地を育成 し

ていこうとする方向に転じはじめた。 さきの答申

構想の一つの具体化の道筋であるといってよいで

あろう。

そのような発想の転換のなかで 「線引き」(ゾ

ーニング)そのもののもつ意味 も改めて見直 される

こととなる。たとえばアメ リカでのゾーニ ングの

発祥はロスア ンゼルス市の場合であ った。そこで

は都市住民の牛乳確保のために都市サイ ドの手に

よって酪農地帯が線引きされ囲いこまれた(Jゴ

ットマン 『メガロポ リス』1961)。 だがわが国の

都市計画法における市街化調整区域は、いっで も

徴用できる都市用地の予備軍として位置づけられ

ている。また農業もそれらの攻勢にたいする守り

として農業振興地域を定め農用地区域を指定する

自らの領土宣言を行った。そこでの発想は、都市

サイ ドも農業サイ ドも、さきのロスアンゼルス市

のそれと全 く逆であろう。

そのような逆転の構造のもとでは、市街化区域

内の農地に耕作放棄が拡大 して都市住民のひんし

ゅくを買い、また諸 々の名目一 それはとくに公

共転用を含んでいる一 での農振地域への転用の

浸透が農業の存立そのものを脅かすに至っている。

こうした状況は、所与の国民経済構造のもとで

の経済メカニズムの必然の動きであろう。それは、

経済メカニズムその もの、国民経 済構造 そのも

のに手をふれること少 くて、その末端の作用のみ

を防止しようとする対症療法的政策の限界を示す

ものであろう。その状況のもとでは都市住民も農

村住民 も、いらだちを増すばかりの政策に終って

きているのである。そこでい ま求められているこ

とは都市地域の拡大がもたらす周辺地域への逆流

効果を改め、都市化の正常な波及効果を生みだし

ていくことであろう。それは当然に産業構造その

ものを変えていく課題である。皮肉にも、最近の

円高の激動も、その方向を日本経済に強要してい

る。そのことは、われわれの問題 にひきつけてい

えば、都市と農村とを別々に対立的に考え、お互

いに他が悪者だとなじりあう、 これ までのそれぞ

れの産業主義的経済政策の限界を露呈させ ること

となっているのである。
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2.農 地価格 問題 の構造

日本農業がいま当面している土地問題は三つの

問題局面をもっている。

第 一

第二

第三

国土利用における農業と非農業との衝

突 ・矛盾。

農業的土地利用における土地利用権と

土地所有権 との衝突 ・矛盾。

同 じく農業的土地利用における個別的

私経済と社会的公経済(地 域経済)と の衝

突 ・矛盾。

これ ら三つの土地問題の局面は相互にからみあ

っている。そのからみあいを基本的に規定 し関連

づけているのが農地価格問題なのである。

日}地 代格差 の構造

第一の衝突とは、農業採算価格としての農地価

格 と・基本的に工業(そ こで商業)の 採算に規定

され て成立する農地転用価格 との隔絶した地代格

差が生みだす農業破壊的な作用の諸結果である。

このばあい、農地転用地価の下限は自作収益価

格によって与えられている。だが実際には転用価

格は、 この水準を超えて遥 かに高い。 したがって

何故そうなるのか低 まず説かれなければならない。

市街地(工 業斌 商業塩 住宅地など)へ の農地

の転用価格もまた農地価格のばあいと同じように
　 　

購買者の収益採算価格として形成 されると、基本

的に考えておかなければならない。 したがって、

このような意味での購買者たりうるのは、工業・

商業などの企業 としての自己の採算にもとついて

土地を購入する営業資本であ って、土地をたんに

個人的な生活手段に供 する住宅地需要者は、その

地位にはない。

ところで、高度経済成長の初期段階で工業の設

備投資が極めて旺盛であった昭和35--6年 の頃、

農地転用の増大にもっとも寄与 したのは工業地仕

向の農地転用であった(図 一1)。 また用途別の市

街地価格変動をみても、昭和30年 代後半に先行的

な工業地地価の急上昇をみることができる(図 一

2)。 このばあい、 工業地地価の上昇率は既成工

業地よりも新規取得地で大幅であったと考えられ

るか ら、その急上昇は専らこの後者の増大の反映

であったといってよいだろう。この変化を地域と

してみると、昭和30年 代後半の工業の用地取得は

既成工業地帯の周辺地域に集中していたが、以降

はそれが次第により広汎な背後地に拡散されてい

くこととなる。昭和40年 代前半は漸増してきてい

た住宅地への農地転用が工業地仕向のそれに代 っ

て主流となってい く時期である。その地価上昇率

も住宅地が工業地を上回るようになっていくのは

昭和42・-3年 以降である。

このようにして当初は都市近郊地域の農地転用

が問題であったが、やがて全国的規模でそれが総

体としての日本農業の体制を脅かしは じめること

になったのである。それだけに都市問題と農業問

題は直接にぶっかりあい、対抗 しあうこととなっ

た。新都市計画法の対象地域にすでにわが国の全

農地の60%、 全農家の62%が 組み込まれること

になったのである。

さらに住宅化段階への移行のもとで転用の形も

変 ってくる。神奈川県のばあい、総転用面積に占

める2ha以 上(昭41・4.1以前は5千坪を超えるもの)

の比率は、昭和35年 の41%か ら年 々低 下して、

42年 には20%に 半減 しているし、 また2ha未 満

の件数あた り面積も傾向的に低下してきている。

転用の広域化 と同時にその零細分散化が進行 した

のであった。
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図一1用 途別全国 農地 転用面積(昭30=100)
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神奈川県のばあい、これ らの推移の特徴はもっ

とも典型的にあ らわれている。昭和35-6年 当時

に取得された工業用地のなかに転用農地が占め る

比率は、全国の5割 にたいして、神奈川県では7

割に近づいた(表 一1)。 工業地仕向の地価水準

は、おおむね宅地→埋立地→ 田畑→山林原野 とい

う地価序列を示 しているが、さきの急激な上昇を

示 した追加工業用地価格の動向を基本的に規制 し

たのは、この農地の転用価格であったといえるだ

ろう。

ところで一般 に、企業が既成市街地から農村地

域に進出してくるばあい、最初に進出し、しかも、

もっとも好都合の優等地 一 それは一一般 に農業

にとっても優等地である一 を買手独占的に選択

し、大規模に占拠するのは、中核的大企業である。

その協力工場、下請工場である中小企業は、その

あとから、すでに高められた地価のうえに、 さら

に自分たち相互の競争で地価をつりあげながら、

より小規模の土地をさきの大企業の周辺に取得す

る。そして最後にさらに細分化された住宅地の拡

大と集積が進行するのである。

企業の採算としてみれば、このばあい中小企業

は二重に不利な地価を負担 することになる。 しか

も中小企業は資金調達の面でも大企業にくらべて

弱体であるから、 さきの地価負担の圧迫は、経営

としてはいっそ う加重されることになろう。企業

数で0.3%に すぎない従業員1千人以上の企業の

投資額は、昭和35年 当時、総投資額の40%を 超

えていた。 これ らの大企業の投資額のなかでの土

地取得費の割合 は、各種の資料からおして、昭和

35-6年 ではほぼ5～7%の 水準にあった。中小

企業金融公庫の調査では、大企業(300人 以上)の

土地取得費割合は35年6.9%、36年7.3%で あ

ったのにたいし、中小企業(300・v10人)の それ

は両年とも9.9%の 高さであった。 これ らの諸点

からおして、この時期の転用地価形成を基本的に

規制 したのは、工業の、それも中核的大企業の採

算地価であったといってよいであろう。

これらの新規工業用地の取得は、多 く既成大工

業地域の外周部においてなされた。図一3は36-

40年 の間の首都圏近郊整備地帯内での工場の新

規立地の分布を示 している。 とくに国道16,129

号線沿いにその分布が集中している。このような

大都市の外周部における初発的な工業仕向の農地

転用が、旧来の農業的採算のもとでの農地価格を

遥かにこえて高い転用地価水準を実現する結果と

して、逆により内縁部の農地、さらに住宅地の地

価をインフレイ トするように作用する。 この関係

を規定しているのは、都心部に向っての差額地代

的ないみでの位置地代の上昇である。

図一4は 東京周辺の距離別の人口集中地区(D

ID)の35-40年 の面積増加を示している。 都

心からの距離で20～30km圏 で市街 地面積が最

大の増加を示したことが理解 されよう。この20s.

30㎞ 圏は、さきの図一3で みると、ほeg都 心へ

の通勤時間で60～80分 の時間帯である。住宅地

の新規開発がこの地区に集中したのである。そし

て36-40年 の新規工場立地は、さらにその外周

部を占めたのである。

簡単化のために、それぞれの地価水準に応じC

外周部から内に向 って、農業地→工業地→住宅地

→商業地が同心円状に立地するものと考えれば、

工業の限界地には農業地としての地代が形成 され

て、それが工業地にとっての機会費用となるし、

さらに住宅地の限界地についても同様に工業地地

代が機会費用 として入りこんでいると考えること

が出来よう。 したがって、これらの各地目間の相

互関係を貫いて、highestandbestuseが

各地点の地価水準を一義的に規定しているといえ

るであろう。

このモデル的考察のように、それぞれの地区の

土地の需給が均衡 しているとするならば、いわゆ
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表一1新 規取得工業用地の構成

A地 目別にみた工業用地の新規取得

(単 位:11a)

区分 地 目別 昭35 36 37 38 39 40 41

全

国

総 計
%

4β92(100)

2,036(46.4)

1.025(23,3)

755(17.2)

482(11.0)

94(2.1)

%

6,144(100)

3.000(489)

1,272(2α7)

1,(π3(17.5)

673(11.0)

126(20)

%

4,835(100)

1,832(37⑨)

1,191(24.7)

1,076(22.2)

599(12.4)

134(a8)

%
4,6m(100)

L885(41.0)

1,070(23.2)

820(17.8)

712(15,4)

120(26)

%
4,520(100)

1,522(33.7)

1,402(31.0)

764(16.9)

662(146)

171(a8)

%
4,805(100)

1,302(27.1)

1,059(221)

954(198)

1,369(285)

121(25)

%

4,885(100)

1、138(23.5)

1,195(24.6)

1,249(257)

1,190(24.5)

82(1.7)

田 畑

宅 地

山林原野

埋 立 地

そ の 他

神

奈

川

県

合 計 445(100,0)

289(65.0)

62(13.8)

33(7.4)

61(13.7)

0(01)

429(10α0)

295(687)

62(144)

30(7.1)

36(85)

6(1.3)

287(100.0)

142(49.6)

74(25.7)

25(87)

31(1α7)

15(5.3)

277(100,0)

133(4&1)

67(24.1)

19(7.0)

58(20.8)

0(α0)

411(100.0)

94(23.0)

124(30,2)

15(3.6)

172(41.9)

5(1.3)

146(100.0)

1餌(4a7)
49(33.6)

14(9.3)

11(7.8)

8(56)

123(100、0)

36(29.0)

70(56.7)

9(7.3)

5(4.2)

3(2,8)

田 畑

宅 地

山林原野

埋 立 地

そ の 他

B工 業地仕向の地価水準
(単位:m2当 り)

区 分 地 区 別 .昭35 36 39 40 41

全

国

平 均

円

1,101(100)

1,033(94)

1,394(127)

402(37)

1.944(177)

677(62)

円

1,150(100)

1.010(88)

1,750(152)

479(42)

1,740(152)

721(63)

円

1,787(100)

1,565(93)

2,554(143)

595(33)

2,184(122)

1,269(71)

円

1,760(100)

1,838(105)

3、427(195)

565(32)

1,164(66)

2,477(141)

円

2,235(100)

1,830(82)

3.986(179)

609(27)

2,553(114、

2,490(112)

田 畑

宅 地

山 林 原 野

埋 立 地

そ の 他

神

奈

川

県

平 均

円

1,399(100)

1,403(100)

1.505(108)

1.217(87)

1,374(98)

1,522(109)

円

1,749(100)

1,328(76)

2,610(149)

1,300(74)

3.720(213)

4,087(234)

円

3,286(100)

2,844(87)

3.700(113)

2,661(81)

3.304(101)

2,615(80)

円

4,860(100)

5,274(109)

4,854(100)

3,115(64)

6,540(135)

2,268(47)

円

6,666(100)

4,615(69)

7,884(118)

4,806(72)

3.052(46)

13.657(205)

田 畑

宅 地

山 林 原 野

埋 立 地

そ の 他

(注)1)通 産省 「工業用地(用 水)統 計表」各 年によ る。

2)30人 以上の製造業を対象。 各1歴 年 に工場用地と して買入契約が締結 され たものの面 積と平均単価

を示 してい る。'
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図一3首 都圏近郊整備地帯の新規工場立地動向(昭36-40)

50Km

(注){1)吉 野隆治 「工場立 地の動 向 と工業団地」 「工業立 地」Vo1.6,Nb10

1967.10に よる。

{2)等 時 間線は東急不 動産作成 による(昭 和3&4),東 京駅 よ りの,電 車バス等

による所要 時間60～80分 の地帯 。

竃;躍面認。器鵠 耀 霊 鑑 堤霊 鑑 認 鑑
{5)tw所麓編 綴 唖 は既成市織

る線引き(ゾ ーニング)の 問題 も比較的容易であ っ

て、相互の出入 り(入り組ろ)を調整する仕事が線 引

きの主な課題となるだろう。経済メカニズムの作

用をそれとして順当に受けとめることが出来 るか

らである。

しかし現実の立地の動態はそれほど簡単ではな

い。現在の技術水準のもとで工業立地がこの都市

近郊に限定される理由はないし、それがより遠隔

地に進出していくほど、その内縁部の地価は高め

られるであろうし、また工業部門の技術革新ない

しは交易条件の有利化によって資本蓄積が進み、

土地支払能力が拡大すれば、なおさ ら内縁部の地

価は上昇 しよう。一般にいわれているよ うに、高

度経済成長過程での地価高騰が信用創造拡大を促

し、そこで資本蓄積が進んだというのではなく、

事実は逆に、基本的に資本蓄積の増進が信用を拡
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2738

2533

0102030405060

(注)建 設省 「国土建設の現測 昭和42年版。

太し地価を高騰させたのである。

そのようにして高められる地価水準を前提 とす

るかぎり、 さきのモデル的考察の範囲で住宅地が

充足される保障はなくなっていく。加えて、土地投

機の進行が高地価の水平波及効果を促進することに

よって住宅地の需給をいっそう緊張させていく。

住宅地需要者は 自らの収益還元地価水準をもって

いるわけではない。あるのは個人の懐具合に見合

った土地を探 すことだけである。つまり企業立地

によって規定 された地価水準に個人の支払能力が

適応させられるのであって、その逆ではない。 そ

のようにして、内縁部に多くの売り物の住宅地が

提示 されているとしても、都市勤労者の多くはそ

の内縁部をこえて通勤限界地のより零細な・都 市

水準の劣悪な土地に向わねばならず、さらによ り

多 くの勤労者は住宅地購入をあきらめなければな

らなくなるのである。

住宅地需要がさきの住宅地ゾー ンで充足されて

いるかぎり、highestandbestuseの 議論は

それとして有効であろうが、現実に進行 した住宅

地ゾー ンの空胴化とスプロール的な農業地域への

住宅地拡大のもとでは基本的にこの議論は通用 し

ないといわなければならない。 また、 しばしば近

視眼的にいわれるようにこの空胴化現象は、その

成長のメカニズムからして基本的に土地所有農民

の 「売 り惜 しみ」の結果ではない。このような一一

連の事態のもとで、ゾーニ ングはたんに各用途相

互の出入調整 とい う本来の役割だけに止まらず、

住宅地の進出規制、高地価波及の防波堤というき

わめて困難な役割を背負わされることになるので

ある。基本的に必要なことは、さきの住宅地ゾー

ンの範囲内でいかにして都市住民の購入可能な適

正価格で住宅地需要を充足するか、 なのであるに

もかかわらず、である。

このような都市サイ ドの高地価形成のメカニズ

ムは、その悪影響を基本的には地域開発によって、

さらに転用農地の代替地需要を通じて、さらにこ

れ ら1ζ悪乗 りする投機的需要の増大によって、全

国の農村地域に蔓延させていくこととなる。

表 一2に 最近の各年次の農地価格水準別分布を

みた。おおよその目安として、昭和45年 時点 は

100万 円以上、48年 で150万 円以上、50年 で

200万 円以上の地価水準が農外の高地価作用のも

とにある地域 と考えられる。その割合は、45年 で

15%、48年 で20%、50年 で30%弱 とみてよ

いであろう。地代格差構造の直接的な破壊的作用

が、これらの地域に及びつつあり、 しかも年 々拡

大 してきているといわなければならない。

それが農業にどう現われているか、若干の指標

1ζついてみておこう(1970年 センサス集落調査結果%

表 一3か ら、当然のことながら、都市に近接する

ほど地価は高いこと、表一4か ら、耕作目的地価

と転用地価とは併進増大 していること、たとえば

耕作目的10ア ールあたり100万 円のところで、転

用目的坪あたり1万 円(10ア ールあたり300万 円)

という格差を生みだしていることをみることがで
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表一2水 田(中 田)地 価分布(全 国)

(単位:%)

10ア ー ル 水 田 昭45 昭48 昭50

地 価水 準 別 セ ン サ ス 会 議 所 会 議 所 不動産研 セ ン サ ス 会 議 所

10万 円未満 1 11 1

10～15万 円

15～20

153

6

21

33 、m}2

20～25

25～30 }18:
44

56 .}4
30～40 221β 1315 7

い940～50 1113 1213
14

50～60

60～70 }1315 1816

}四 23
70～100 710 1213

100～150 、6、 108 1312

150～200

200～300

300～500

・ 回}5

2

回
9・8¶

回 田
45 、

1,}15・

7國8函

500万 円以上
`4

, 7」'7メ 9'14'

計 100100 100100 100100

(調 査 対 象) (82,304)(9,708) (9,633)(1,415) (18,095)(1α336)

集落 旧市町村 旧市町村 市町村 集落 旧市町村

(注)1)昭 和48不 動産研は土屋 光豊 「田畑 の平 均価格につ いて」 『不動産研究 』17-3に よる。

2)昭 和50会 議所は、 一つの旧市町村につ いて都市計画 農振の各線 引きの内外 に分 けて調査 して い

るの で、 その総延回答 数(19,757)の 分布を示 した。また200万 円 以上30%は 推定で あ る。

きる。

さらに農業生産指標についてみると、1戸 あた

り農産物販売額 と耕作目的地価水準とは100万 円

地価水準までは併進 しているが、それ以上では崩

れていること(表 一5)、 同 じことは農産物販売

50万 円以上(の 上層)農 家比率について もいえる

(表一6)し 、 また水稲10ア ール収量 について も

同様である(表 一7)。 これらから、100万 円地

価水準 までが農業内的に規定された地価水準であ

ると、 この時点について云えるであろう。

このように、 日本農業のおおむね3割 の地域が

現実に都市的高地価の規制下にあるが、残 りの7

割の地域は現実には農業採算価格の規制下にある

といってよいだろう。問題は、前者の高地価期待

が諸々の作用を通じて後者の地域に蔓延し、地価

の二重構造を生みだしていることだ、といわなけ

ればならないのである。
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表一3水 田地価 と都市への距 離(集 落分布)(1970)

(単位:都 府県%)

10ア ー ル水 田 DID 都市への距 離

価格水準 別 30分 未満 30分 ～1時 間 1～2時 間 2時 間以上 関係ない1

一 一

計 同百分率

20万 円未満 13 29 囹 回 国 100 13

20～ 18 35 28 6 13 100 18

30～ 26 39 22 3 10 100 22

40～ 33
一
39 19 2 8 100 11

50～ 40 37 17 1 6 100 14
一

70～ 45 39 13 1 3 100 7

100万 円 以上 47 38 14 0 1 100 15

計 30 36 22 4 9 100 100

(78802)

表一4水 田地価 と宅地転 用価格(1970)
(単位:都 府 県%)

10ア ール水田

価 格 水 準 別

宅 地 へ の 転 用 価 格 水 準 別(a3m2あ た り)

3千 円未満 3へ ∨55～77ぺ 　 10 10千 円以上 計 同百分率

20万 円未 満

20～

30～

40～

50～

70～

100～

計

画
51

33

20

10

1894

23135

図;;
282212

20回 匝1

6

8

12

19

28

37

画

100

100

100

100

100

100

100

100

8

15

21

11

15

8

22

100

(45,862) 1

2

03710

242115931

表一5水 田地価 と1戸 あ たり農産物 販売額(集 落分布)(1970)
(単位:都 府県%)

10ア ール 水 田 1戸 あたり農産物販売額

価格水準別 20万円刷 20∋ 35一 5・-1 65～ 18・珊 以上1 計 同百分率

20万 円未満 1[珂 国 20 11 5 5 100 13

20～ 21 26 回 14 8 8 100 18

30～ 18 23 21 16 10 12 100 22

40～ 16 20 20 17 11 17 100 ll

50～ 14 18 19 17 13 20 100 14

70～ 12 16 18 17 12 固 100 7

100万 円 以上' 回 回 18 14 9 18 100 15

計 120 22 20 15 10 14 100 100

(78、802)
一 一
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表一6水 田地価 と農産物販売50万 円以上農家率(集 落分布)(1970)

(単位:都 府県.%)

10.ア ー ル あ た り 農産物販売50万 円以上農家率

水田価格水準別 30%未 満30-5050-7070%以 上 計 同百分率

20万 円未 満 6417115100 13

20～ 5521168100 18

30～ 48222010100 22

40～ 41242313100 11

50～

70～ ll篇 園 箇 ㍑
14

7

100万 円 以上 回221911100 15

計 49221910100 100

(78,802)

表一7水 田地 価 と水稲10ア ール収量(1970)

(単位:都 府 県.%)

10ア ー ル あ 水 稲10ア ー ル 収 量 別
たり水田価格
水 準 別 350㎏ 未 満 35・-4・ ・kg4・ ・-45・ ㎏145・-5・ ・kg 500kg以 上 計 同百分率

20万 円未満

20～

30～

40～

回
16

9

6

回
27

21

17

20

閻
24

14

24

30

回

3

6

13

18

100

100

100

100

13

18

22

11

50～ 5 16 23 33 24 100 14

70～ 4 12 17 29 団 100 7

100～ 回 困 回 24 20 100 15

計 12 22 24 27 16 100 100

(78,530)

{2}低 労賃 ・高地代 の構造

都市サイ ドのこのような悪影響が農業地域に一

切及ばないと仮定 しても、現在の農業は自らのう

ちに高地価を生みだすメカニズムをもっている。

それは、いいかえれば、戦後農地改革で創設され

た、零細分散錯圃に立脚する自作小農制の自らの

発展限界をなしている.現 在の農地価格水準を規

定しているのは、基本 的に農場単位の農地売買で

はなくて零細地片単位の売買である。前者ならば

地価は買手農民の平均地代によって規定されねば

ならないだろうが、後者のばあい買手農民が支払

いうる限界地代が規定的となる。平均地代は年間

生計費支出後の余剰として与えられるが、限界地

代は 「切り売り労賃」控除後のそれとして形成さ

れる。だから、平均地代 よりも高い限界地代を生
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みだ してくるのは、年平均労賃ではなくて限界労

賃=切 り売り労賃の低さだということになろう。

このような自作小農制のもとでの労賃の二重構造

が農業内的な高地代を生みだしてくるのである。

そのような労賃の二重構造は農工賃金格差の最低

辺に位置づけ られた農業労賃のありかたである。

平均労賃はその自作地地代をとりこんで形成 され

る混合所得 として農業所得によって賄われ るとこ

ろの擬制労賃だといってよいだろう。他方で限界

労賃=切 り売 り労賃の低さは、農業労働力の就業

場面の狭さを表現している。

このような低労賃 ・高地代の関係は近年の請負

耕作 ・事実上の借地関係をも基本的に規定してい

るといわなければならない。この借地地代水準を

基本的に規定 しているのは戦後自作農制なのであ

る。 さらにいえば、農民層をそのように位置づけ

る農工不均等発展が生みだす労賃の格差構造なの

である。この格差構造が是正されないかぎり、農

民層は自作農主義を放棄することは出来ないだろ

う。現在の事実上の借地関係の拡大を貫いている

のは、基本的にそのような経済メカニズムなので

ある。いいかえれば、現在のかような借地関係の

拡大傾向は、いわば現代的な歪められた 「自小作

前進」の形だといってよいだろう。

このような戦後 自作農制が内包する労賃 と地代

の対抗、しかも低労賃と高地代の対抗は、そこで

土地利用権と土地所有権の対抗だということがで

きる。戦前の寄生地主制の もとでは、この対抗は

外在化された階級矛盾であった。低米価政策のも

とでの両者の衝突が小作争議を激発 させた。 この

争議の中核的な担い手は、そこでこの矛盾をもっ

とも強くうけた経営上昇層としての自小作中農層

であった。小作争議の成果は、大正末1・)i降の寄生

地主制の後退を生みだしていき、農民層の手中に

新たな 「制取小作権」を形成させた。この小作権

は確かに地主側から制取じたものであるが、その

小作権の存立を基本的に保障 しているのは、農家

相互の結合としての部落の公的土地管理の機能で

あった。だが、国家独占資本主義段階に入 ってい

く昭和農業恐慌の回復過程では小農保護政策が本

格化 して、そのもとで小作権的流動1生は、それが

近代的経営権1ζ成長することなく、価格化 されて

寄生地主制下の第二所有権に旋回 していった。そ

れは自小作前進層の小作的拡大→ 自作化→小地主

化という経営発展限界を画させることになる。そ

れが 「自小作前進」の論理の戦前における帰結で

あった。そこでの価格化された小作権は、すでに

自らのうちに労働 と所有の対抗を生みだしていき、

所有が労働を規定する枠組をつきぬけることは出

来なかったのである。そして、その方向を制度的

に確定 したのが戦後農地改革であ った。

現在、改めて進展しつつ ある自小作 型の成長

は、戦前のそれと比べて一段 と高められた自家労

働評価のうえに立っている。 しか も一段と深化 し

た農工賃金格差のもとに置かれている。そのもと

で、現在の政策米価は建前として都市なみ労賃 と

そこで低地代を打 ち出しているが、事実に働 く関

係は全く逆で依然として低労賃 ・高地代の構造で

ある。だか ら、現在の農民層が担 っている基本的

課題は、かかる農工賃金格差、とくに限界地経営

において、をいかにして止揚 していくかというこ

とであり、そのもとで労働が所有を規定する構造

をいかiζ生みだ していくか、ということであろう。

表一8に 請負地代水準の推移の一 事例を示 し

た。収量水準が横ばいするなかで、家族労働費は

その比率を上昇 させ、現物小作料水準は漸減して

きている。この48年 と50年 との間にオイル・ショ

ックによ る物価体系の撹乱があった。それは、過

去10数 年の高度経済成長の終焉と日本経済の産

業構造の変革が不可避であることを告知 した。今

後の展開のなかで、労賃率上昇と地代率低下とが

さらに貫徹していくかどうかは、 まだ何 ともいえ
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ない。 しかし、 それが出来ないかぎり、戦後自作 解体が進行せざるを得 ないことだけは確かであろ

農制の発展的止揚はありえず、そのなしくず しの う。

表一8請 負地代 基準 の推移(酒 田市)

(単 位:10ア ー ルあ た り)

標準小作料(上 田) 経 営 受 託(農 協)

昭46.3 49.12 昭47.3 4&3 50.3

収 量

粗収益(稲 作)

600kg600kg600kg600kg600kg

84696日1。 ζ14534齪1。 歪9237湿1。 誘1。 ∪66品 。ξ16・83提1・ 誇

/家 族 労 働 費

生
2α494(24)39570(27)1a675(20)22625(21)41,845(26)

、その他生 産費用産 2〔㌧016(31)48361(33)24527(27)2{元398(28)4{玩586(28)

租 税 公 課費 a404(4)all6(6)5910(6)〔 ㍉100(0

'計
4{元914(59)9〔 ㍉047(66)4{元112(53)5a123(55)87431(55)

純
資 本 利 子 ▲555(5)2241(2)1,539(2)2716(3)5457(3)

収
小 作 料 21.174(25)3ξ ㌧257(24)41,719(45)45821(43)6τ942(42)

益
経 営 者 報 酬 9,053(11)11,795(8)一 ーー 一

、 計 34782(41)4{元293(34)4a258(47)48、537(46)73・399(46)

自 作 所 得 55276(65)8亀863(61)61,933(67)71,162(67)11{元244(72)

10アールあたり労働 日 13.1日10.3日9.3日11,3日10.1日

1日 あ た り労 働 費 1,560円3.856円aOOO円2000円4136円

kgあ たり粗収益(米価D 141円242円154円178円268円

現物小作料(米) 174kg179kg271kg257kg254kg

(29俵)(3.0俵)(生5俵)(42俵)(42俵)

(注)1)

2)

3)

1日8時 間と した。

自作所得=家 族労働費+純 収益 。

昭和50年 の租税公課 は明示 されていない ので、小作料 は事実上、 その分 だけ減額 され ねば

な らない。
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{3)集 団的土地利用秩序の課題

第三の土地問題の局面は、そもそも戦後自作農

制 といわず資本制農業の展開一般が担 っている問

題である。農業の 「商業化」は、 自らの存立基盤

としての土地そのものを掘り崩していき、人間と

自然との物質代謝を破壊してい くからである。 さ

らに資本制の現段階での農業の 「工業化」は、個

別経営の専門化、効率化を一面的に押し進めて単

作的土地利用構造をいっそう強めるだけでなく、

積極的に経営の外部に外部不経済を累積 していき

社会的経済問題をひきおこすに至っている。単作

化による地力の低下、荒らし作り、耕作放棄、農

業公害の発生は、そうした事態に他ならない。そ

こで個別経営は私的費用を効率化し、地代負担力

をギ リギリまで増大するが、結果として社会的費

用(Socialcost)は 累積せ ざるを得ないこと

になるのである。それはさきの地代格差の構造と

労賃格差の構造との、いずれもその最低辺に位置

づけられた農民層のギリギリの存立と成長のあり

かたであるといってよいだろう。いいかえれば、

農民層にたいする高地価負担の圧力が、農業生産

のあ りかたを歪め、その負担の帳尻りが農民層を

含む社会に転嫁されつつあるということである。

それが低労賃 ・高地代を可能にする農業構造のあ

りかたであった。

とくに農業生産の米作集中がもつ問題点として、

すでに高橋亀吉氏が大正期の農業動向について指

摘 していたことは、特殊の保護がある米作への集

中の結果、農業の国民賄い能力が低下 し、消費者

は総体 としての農産物の割高に悩まねばならず、

それは農業の社会的生産力 の低下を意味 してい

る、ということであった(『 明治・大正農村経済の変

遷 』大正15年)。 た しかにその状況のなかでも自

小作中農層の経営上昇、つまり農業の個別的生産

力の増大は米作を軸に見出されたが、総体として

いえば、社会的生産力は低下 していると彼は評価

したのであった。 この指摘はより高め られた現在

の生産力段階でよりいっそう適切なことであろう。

長期的にはかかる社会的生産力の低下は個別的生

産力の成長の基本的な制限条件 とならざるをえな

いのである。過疎地域の 拡大 による国土の荒廃

は、そのような展開の極限状況を物語っていよう。

事実上の借地関係の拡大にもとつく自小作前 進

型の農家のばあいも、決 してその例外ではない。

第一に、貸手が多数の零細兼業農家であるたあ

に借入れの耕地単位は零細で分散 しており、その

ことが作業能率を低下 させ、 また夫婦経営を主流

とする借手の労働力の制限のもとでは、時期的に

限定された農繁期1ζ長時間の重労働を強要され、

それが借手の過労を結果する。かかる 「荒かせぎ」

は、そこで働き盛りの年代のものに限定 されてい

る。

第二に、出来 るだけ農地法に抵触 しないように

するために、また借手の側に事実上の小作権が発

生しないようにするたあに、委託は一般に毎年更

新されるか、あるいは必要なばあいいつでも無条

件で返却する約束になっている。そのような信頼

関係が受委託者双方を結びつけている。 したがっ

て借手の経営は著 しく不安定で長期の土地改良投

資が妨げられる。総 じて借手の経営は、 さきの労

働力の少さとも重なって、水稲単作の地力収奪的

性格を強めざるをえない。

かようにして、都市的高地価水準の蔓延がその

自作的経営拡大を困難に したときに、むしろその

高地価条件を前提とし与件としながら展開 した自

小作型の前進は、必然的に自家労働力収奪と地力

収奪 との構造を帰結せざるを得なかった。つまり、

高地価条件がもたらす諸困難から基本的に抜けだ

すことは出来なかったのである。
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新潟県白根市のある10ha請 負経営(請 負6ha、

自作4ha)の 若い主婦は、こういっている。 「こう

やって主人と私が汗を流して働いているのも、息

子にこんな苦労をさせたくないからです。息子の

代になるまでには、何 とか一応の自作地をととの

えてやりたいと考えています。」と。

これ らの 自小作前進型上層農にくらべると、依

然として300万 円、400万 円の土地を買い集めて

いく自作前進型の上層農はより恵 まれた条件の う

えに立っている。 そこでは、第一に家族労働力が

豊富であり、第二 にそれを就業させ るだけの+α

部門(農 業内外の)を つくりだしており、それがま

た土地購入の資金源を生みだしている。さきの自

小作型前進が高度経済成長下での兼業化 ・土地も

ち労働者の増大に支えられていたとするならば、

この自作型前進は同じ高度経済成長が生みだした

イ ンフ レーシ ョンに依拠 して土地購入の採算を考

えているといってよいだろう。いずれの場合にも、

表一9水 稲作農家の外部依存形態(都 府県)

したがって低成長経済への構造変化は、同 じ形で

の展開を引続いて可能にはしないであろう。

こうした上層農の成長限界のなかで、新たに生

みだされつつあるのは集団営農の展開であり、農

家の新たな相互依存関係の増大である。表一9に

みるように、外部依存農家割合は、いずれの階層

も7割 をこえる状況であり、その依存先は個別農

家相対が42%、 集団営農43%と 、まさに両者拮抗

する状況にある。 前者への依存は下層ほど高 く、

後者への依存は上層ほど高い。

このような農作業の外部依存関係の増大、 とく

に集団営農への依存の増大は、私的土地利用から

集団的土地利用への新たな展開の方向を展望 させ

るものであろう。い うならば、それは旧来の私的

自作農制から集団的自作農制への萌芽ともいえよ

うか。 それが土地問題の第三局面を止揚する主体

になりうるか否かは、 まだ今後の課題である。

私経済のもとでの私的費用の効率化が、その外

(単位:%)

水稲作付 外部依存 集団営農に参加※ 外 部 に 委 託 ※
集団営農

規 模 別 農家割合 共同作業
機械 ・施設

の共同利用
受託組織

共同利用

組 織

個別農家
への相対

への依㌔
そ の 他

※

{1}{2} {3}{4}{5) {6} {7)

総 数 75(100) 1610 11542 43 16

α3ha未 満 76(100) 147 8456 32 12

0.3～0.5ha 76(100) 179 10543 42 15

0.5～1.0 73(100) 1912 12632 49 20

LO～L5 72(100) 1818 13722 56 23

1.5～2.0 74(100) 1823 128Y4 60 25

2.0～30 71(100) 2027 10811 65 24

aOha以 上 69(100列 1934 6186 78 16

(注)1)

2)

3)

4)

統 計情報部 『農作業の外部依存状況調査報告書 』(昭 和49.1調 査)に よる。

{6}=:{1)+{2)+{3}+{4)e

その 他は、 共済 組合(防 除)、 もみす り業者、精 米業者な どであ る。

※印 は、外部依 存農 家の総数 に対す る割合を示 した。
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部に社会的不経済、つまり社会的費用を累増 させ

てい くのであるが、新たな社会的経営はこの社会

的費用を改め て基本的に経営内にとりこんでいく

ものでなければならないであろう。そのような形

での経営の、 したがって労働力の自立の条件は、

次の三点であろう。

第一に、農業のなかで年間就業できるような生

産の場が確保 されることである。

第二に、農業のなかで地力の再生産を基本的に

確保する土地利用方式を生みだしていくことであ

る。 それは地域農業によって、さらに都市域を含

めた地域経済によって補完される、都市と農村と

の有機的 ・経済的連関を再建することを求めてい

る。

第三に、 こうして労働力と地力との自立的再生

産が確保され うる農法的基盤のうえで農業者の経

済的 自立が果されなければならない。

これらの努力(基 本的な経営内治志向)は 、要す

れば、都市 ・農村のバラ ンスのとれ た地域 内構

造、 さらにいえば産業内構造をどう構築 していく

か、 ということである。それは、近藤康男教授が

いみ じくもたとえられたよ うに、 「農業に主婦の

座を」与えることの課題である(『高度経済成長と

農業問題』)。その含意は、都市と農村との分断 ・

対立の現状をどのような道筋で再統合してい くか

という、すぐれて長期的な視座を求めていること

であろう。 それは基本的な骨格として、国民経済

内給的な再生産構造をつ くりだすことの課題であ

る。 日本農業が当面 している三つの土地問題の止

揚の方向は、そこで、都市 ・農村の分断 ・隔離の

うえにではな く、両者の新たな統合のうえに求め

られるべきだということなのである。

(農業総合研究所農業経営研究室長)
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