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耕作権概念の地代論的研究

1.問題提起

1952年 7月 15日 に法律第229号 として公布され,

同年10月 21日 から施行された農地法は,その第 1

条に「農地はその耕作者みずからが所有すること

を最も適当であると認めて,耕作者の農地の取得

を促進し,及びその権利を保護し,並びに土地の

農業上の効率的な利用を図るためその利用関係を

調整し,も って耕作者の地位の安定と農業生産力

の増進とを図ることを目的とする。」とうたって,

いわゆる「 自作農主義」の原則を明確 に してい

た。この原則のもとで,農地法は機会あるごとに

小作地を減少させ自作地を増加させる方向で農地

の所有権に一定の制限を加え,さ らに未墾の可耕

地についてもこれを自作地として解放するための

制度を設けた。また,小作料の高率化は,寄生地

主制を復活させる恐れがあるという判断から,小

作料をきびしく統制し,土地取上げの制限を行っ

てきた。

この農地法も,1967年秋以降改正がはかられ ,

改正案は68年 ,69年には国会を通過するにいたら

なかったが,19Ю 年 5月 15日 には可決成立し,

1970年法律第56号 として公布された。この改正の

主要点は次のようなものである。1)

1.農地面積の保有上限の廃止と雇傭労働力へ

の依存の承認。経営主自らが農作業に従事してい

る限り,農地取得についての面積制限の撤廃。

2.農業生産法人について,制約をゆるめて,

構成員のうちの一人または一人以上が農作業に常

時従事している限り,他の構成員が不在村になっ

たり,他産業に従事しても差 し支えな い こ と と
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し,所有権を留保したままその農地の管理を中核

となる農家に委ね得るようにし,同時に法人化の

困難なばあいには農協を通じて同様のことが出来

るようにした。

3.自作農が不在村となっても本人及び相続人

の2代にわた り小作地のままその保有を認めるこ

とによって農地の所有権を確保 しつつ居住地を離

れて他産業へ就業する機会を容易にした。

4.小作料統制の廃止。

5.賃借権の解除解約についての制限の緩和。

当事者の合意あるばあい及び10年間以上の定期賃

貸借及び水田裏作の賃貸後の更新の拒絶には許可

を要しない。

6.草地利用権設定の制度の新設。

このように,雇傭労働力への依存を認め,不在

村土地所有をみとめ,小作料の制限を撤廃した点

において,「改正」は農地法の基本原則であった

自作農主義の崩壊を告げるものであった。

ところで,事態の背景に存する,「改正」の現

実的狙いが1965年以降,実態として進行していた

請負耕作制を法のレールにのせ,高地価のもとで

その進行が阻まれていた自作地有償移動による規

模拡大の限界を借地制で突破し,いわゆる「 自小

作前進」型の経営規模拡大をはかることにあった

ことは周知のことである。だが,も ともとそれな

りの理由があって,作業請負形態をとっているも

のを,法的な規制の枠の中に押しこめようとする

のも無理なことであり,実態としては,請負耕作

による規模拡大が進行しつづけたのである。農地

法改正は,今 日の農村をおそっている事態が,農

地改革によって設定された枠組をくづしてしまっ
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ているということの宣告としての意義をもつに止

まっているといえようか。

さて,請負耕作制での規模拡大 とい うば あ い

に,問題となるのはその契約期間が 1年 とい うよ

うに短期のものが多 く,現実の耕作者受託者の上

地利用権が弱く,そのことが地力維持など農業上

の改良とくに土地改良の障害となっているとい う

認識である。そこで離作料の設定などの方法で受

託者の土地利用権を強化 し,土地所有の性格を近

代的なものにかえてゆこうとい う議論がみられる

のである。農地法は,「自作農主義」の上に立ち

不 自由な私有権の枠に閉じこめつつ,耕作権を保

障 し,保護 したのであったが,再び,問題が一巡 し

た次元で耕作権問題が登場 してきたわけである。

ここにいたって,一度耕作権の概念について再検

討を加えておくことが必要 と思われる。それも,

歴史的,地代論的な範疇吟味が必要ではないかと

痛感するのである。それなしに,単なる法理論的

な抽象的な議論は農村の実態にそ ぐわ な か った

り,下手をすると農業発展の基本方向に背馳する

ことにもな りかねない。

1幸いに,かつて栗原百寿は,耕作権概念につい

てすぐれた研究を ものした。
2)栗

原の視点は,耕

作権を歴史的範疇としてとらえ,原理的地代論の

枠の中でとらえ切れるものでなく,「近代的地代

に先行する諸形態の発展過程において,近代的地

代との対比によって,は じめてその意義が適正に

位置づけられる。」
3)と するのである。この視点は

適切なものといえよう。只,栗原の見解には納得

しがたい点もあるので,批判的に摂取 して,今 日

の耕作権問題を考える理論的基準 とした い と思

う。

注

1)和田正明,橘武夫『最新農地法詳解』学陽書房

1970年。

2)栗原百寿「耕作権の概念とその実存諸形態―

その歴史的地代論的研究」(1955年 3月 )『農業間

題の基礎理論』時潮社1956年,所収。

3)同上書η9頁。

2.近代的土地所有と用益権

耕作権の概念を歴史的範疇としてとらえる視角

に立つにしても,まずやっておかなければならな

いのは近代的土地所有における所有権と用益権の

関係の正しい理解である。何故ならば,近代的土地

所有において純粋に経済的な地代範疇が成立した

のであり,前近代的土地所有形態は,地代形態と

してはそこにいたる過程にある。人間の解剖は猿

の解剖を行うための前提なのである。まづ近代的

土地所有についての栗原の所説を紹介し,それに

対する批判を行うところから近代的土地所有に対

する理解を深めてゆきたいと思う。

栗原は小倉武一の『土地立法の史的考察』1)に

おいて展開されている近代的土地所有に対する理

解,お よびそれを理解する方法につい て批 判 す

る。小倉武一は近代的土地所有は所有権と用益権

との対等な対立によって,ま た封建的な土地所有

は用益権の所有権への従属によって特徴づけ,中

間の私的土地所有 (地主的土地所有)は近代的土地

所有と同様に用益権は所有権から派生 した後来的

なものであるが封建的土地所有と同様に用益権が

所有権に対 して従属するという理解で あ る とす

る。これに対する栗原の批判は内容的及び方法的

に次の二点である。

1).内容的には,地代論の前提している近代的

土地所有は実際においては必ずしも十分に所有権

と用益権との対等な対立を実現してはいないとす

る。「 ……近代的土地所有は,基本的には,封建

的土地所有が資本主義的農業に適応した形態に外

ならないのであって,資本主義的農業にとってな

お必ずしも十分に満足すべきものではなかったの

である。資本主義にとって最も理想的な土地所有

の形態は,近代的土地所有ではなくて,土地国有

なのである。近代的土地所有のもとでは,地代論

そのものが種々の点でそれを示しているように土

地所有の経営に対する優位が強く,所有権と用益

権の対等な対立ということは必ずしも十分よく実

現されていないのである。実に,地代論そのもの

が,近代的土地所有がいかに不合理な もので あ
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`り ,いかに資本主義にとって不適切なものである

:か を証明する意義をもっているのであって,地代

ittFに よって前提されている近代的土地所有は,そ

_れゆえいわば近代的土地所有の理念形態は,所有

:権がなお用益権を圧倒 しているものに外ならない

のである。」2)

2).方法的には,小倉のとらえ方は,法的次元

で の形式的なとらえ方であって,所有権 と用益権

との関係の正 しい理解のためには内容を経済学的

でに,地代論的に解明することが必要で あ る とす

る。曰く「小倉氏は地主的土地所有の場合の用益

権 と,近代的土地所有の場合の用益権 とを,それ

―ぞれ内容的にいかに相違するかということを明ら

かにしないで,ただ用益権の所有権にたいする従

属か対等かとい う形式的関係だけで,地主的土地

「所有と近代的土地所有とを区別 してい るの で あ

る。そのため,地主的土地所有での用益権が小作

;権 または耕作権 として資本還元されるならば,近

代的土地所有での用益権はむ しろより大きく資本

.還元されるであろうというようにも誤解される可

能性があるわけである。この点を明確にするため

てには単に所有権 と用益権の形式的な関係だけに上

まらないで,用益権 と所有権 との内容を具体的に

経済学的に規定することが必要である。それはす

なわち,土地所有権および土地用益権なるものを

[地代論的に解明することである。」
3)

この方法における小倉批判は当を得たものとい

わねばならない。土地所有の性格を規定するもの

iは ,その経済的実現形態なのであって,形式的 ,

:法律的表象ではない。耕作権の概念の検討におい

ても,問題はその権利関係の抽象的規定にあるの

ではなくて,経済的実現形態の内容にあるのであ

る。栗原のこの視点の提唱は,こ の論文における

大きなメリットといってよいであろう。

しかしながら,その内容の理解において「近代

的土地所有は所有権がなお用益権を圧 倒 して い

る」とする点は,十分に説得的と云いがたいと思

われる。以下 この点についての栗原の理解をいま

少 しくわ しく紹介・検討 してみたいと思 う。

栗原は「近代的土地所有は,それが資本主義的

農業に対応しているという意味では,一応資本主

義的土地所有といいうるにしても,それはその本

質においては,資本主義的農業を圧迫し,資本の

自由な投下を制限し,自 由競争をさまたげるもの

として資本主義的生産様式とはすこしも共通点を

もたないところの非資本主義的独占であり,非資

本主義的土地所有であるといわなければならない

ものである。」4)と する。非資本主義的独占である

がゆえに農業経営に対する制限が作用する。栗原

はそれを以下の4点について指摘する。

1).差額地代において超過利潤が借地農業者に

帰属しないで,土地所有者の手に帰属する。

2).差額地代の第 2形態の特殊なば あ い と し

て,新生産方法を採用した優秀経営の超過利潤が

借地契約の更新とともに地代化され,その地代が

固定化されて,それによって必要生産価格よりも

高い生産価格が維持され,不当な土地生産物の高

価格が維持されて資本家階級一般の相対的剰余価

値実現がそれだけ阻害される。

3).絶対地代において,土地独占は,土地への

資本投下の代償を請求し,利潤率の均等化が妨げ

られ,有機的構成の低位による高い農業利潤は資

本家階級から地主階級にさらわれる。

4).絶対地代の特殊なばあいとして,関税障壁

などで土地生産物の価値をこえて本来の独占価格

まで高められる場合に形成される独占地代は,絶

対地代にわをかけたものとして非資本主義的独占

によってつくりだされたものである。

かくて,近代的土地所有の農業経営に対する優

位,それが農業経営の自由を一方的に制限するも

のであることは明らかであり,「そのかぎり,近

代的土地所有のもとにおける所有と経営,所有権

と用益権の対等な対立ということは,厳密にはな

お実現 していないものといわなければならない。

近代的土地所有のもとでの自由で安全な農業経営

ということは地代を支払ったかぎりという条件つ

きのものである。それは非資本主義的土地所有に

よる制限を甘受すれば,そのかぎり自由となれる

という自己矛盾的なものであって,真実の意味に

おける自由と対等とはいいえないものである。近



代的土地所有は,封建的土地所有および寄生地主

的土地所有にくらべれば,所有権にたいして用益

権が一段と強化されている。 しかし,その用益権

は,非資本主義的な絶対地代を支払 うことによっ

てのみ,その自由をあがなったのであって,いわ

ば有償で期限つきに解放された自由である。ただ

絶対地代を廃止する土地国有においてのみ,用益

権は真に無条件的な,無償解放の自由をみいだす

ことが出来るのである。用益権の自由な解放の間

題は土地国有においてはじめて完成されるもので

ある6」
5)

このような,近代的土地所有における土地所有

権の圧倒的優位という立論,そ して用益権の自由

は絶対地代を廃絶する土地国有においてはじめて

実現されるという立論には,やや一面 的 とい う

点,及び若干の誤 りをふくんでいるという感を免

れない。以下栗原説を批判しつつ私見を展開して

みたいと思う。

1)。 近代的土地所有において,土地所有権が用

益権となお一定の対立関係を有するというとらえ

方,お よびその対立を重視すべきであるという指

摘においては異議がないので あ るが,しかし,

「所有権がなお用益権を圧倒している」というこ

とになると,い ささか疑間を感ぜざるを得ない。

試みに,こ の関係を封建的土地所有の下における

所有権と農民の耕作権との対抗関係から考えてみ

よう。封建的土地所有の下においては,封建領主

は農民の全剰余を,経済外的強制を媒介にして封

建地代としてとりたてる。このばあいには,土地

所有権の耕作権に対する圧倒的優位を云ってよい

であろう。ここでは内容的には,完全に地代が利

潤を規定 しているのであって,その逆ではない。

農民は経済外的強制によって土地に緊縛され,作

付の自由もない。経済外的強制の一翼を担 う共同

体的規制においては,作付・耕作の仕方の強制が

あり,商品流通の自由もない。農民は「生きぬよう

に死なぬように」という最低生活を強いられ,剰

余を自己のものとするには,何 らかの仕方におけ

る封建的土地所右の弛緩をまつ外ないのである。

しかるに近代的土地所有においては,基本的に

はその逆であって,利潤が地代を規定 しているの

である。すなわち,農業に投下される資本に対し

ては平均利潤が保証されるのであって,それなし

には,農業経営が成立しないのである。地代は,

平均利潤が資本に帰属してのちの超過利潤の転化

形態である。しかも,こ のような平均利潤,超過利,

潤の形成は,価値法則によって,つまり経済外的

強制にあらざる経済的法則,価値法則によってお

こなわれるのであり,法的にも,用益権に対する

一定の保証があるのであって,むやなに,圧倒 ,

侵害されない。少なくとも,借地契約期間中は土

地利用の自由があり,地代支払いがある限 り,地

主から土地返還の請求をされることもなく,借地.

契約期間中におけるすぐれた技術水準の投資によ

る超過利潤は資本の手に帰属する。所有権と用益:

権の対立抗争は,借地契約期間が切れたときに,

むき出されるのである。

2)。 それならば,栗原とは逆に,近代的土地所
‐

有においては,用益権が土地所有権に優位すると

か,あ るいは小倉武一のように「平等」であると

かいうふうに云うことが正しいであろうか。栗原:

の対立面についての指摘をまつまでもなく,資本:

は土地所有者階級を階級として措定しているので

あるから,用益権の優位を云 うことも適 切 で な

く,又「平等」といってみても,あ まりにも形式

的な表現であって,内容がない。近代的土地所有

における所有権と用益権との関係は,こ れを相互_

に前提しあっているところの相互依存の関係であ

り,そのもとでの対立の関係であるというふうに

云 うのが正しいのではないだろうか。

栗原の指摘するごとく,土地所有の独占は非資

本主義的独占であって,資本の法則の貫徹にとっ

て全く邪魔なもの,余計なものにちがいないので

ある。それならば,何故資本はブルジョア革命に

あたって,封建的土地所有とともに,土地所有の

独占をきれいさっばりと解体 してしまわず,土地_

所有者階級の存続を許したのであろうか。これに

は資本にとってもそうせざるをえない事情があっ

たからである。すなわち,資本は,いわゆる「二

重の意味で自由な賃労働者」の存在を自己の存在_
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の前提 とするのであって,したがって土地所有を  はなくならないのである。だから,「土地国有で

労働者から疎外 しておかなければならなかったの  用益権は真に無条件的な,無償解放の自由をみい

である。それならば,最初から土地国有にすれば  だす」ことが出来ると果していいうるであろうか

よいと云ってみても,ブルジョア革命成立の歴史  どうか疑間である。たしかにブルジョア土地国有

的事情がそれを可能にする筈もなく,土地所有を  によって資本の用益権はこれ迄になく保証される

独占する階級を措定することになったのである。  であろう。しかし,所有権から無条件的に解放さ

賃労働に対するとき,資本と土地所有とは,相互  れるのではない。差額地代の支払いということが

依存・共生の関係にあるのである。土地所有の独  依然として用益権の前提である。所有権からの無

占は賃労働者階級成立の前提であり,土地所有は  条件的解放は全人民的土地所有のもとにおいての

資本の収奪する剰余価値の分け前にあづかってい  み可能である。そこにおいて,資本主義的市場価

るのである。                  値法則が止揚されるとき,範疇としての差額地代

栗原の地代論理解の基本的視点において欠如し  は消滅 し,用益権の自由が貫徹する。ただこれを

ているのが,こ の賃労働の観点である。資本と土  なしとげうるのは賃労働であって資本ではない。

地所有という,二者対抗の視点でのみ地代論を考  栗原は,土地国有を論ずるとき,「ブルジョア的

察することは正しい視点とはいい難い ので あ っ  土地国有」と「全人民的所有」とを明確に区別し

て,つねに,資本と土地所有と賃労働この三者の  て論 じていないのであり,こ こに立論上の不十分

おりなす内的関連の総体において立体的に考察す  さがある。

ることが必要なのではないだろうかo        4)。 次に「テナント・ライ ト」(Tenant― Righう

3)。 さて,相互依存関係の裏側にある対立的関  〔離作料〕にかんする問題について栗原の論じて

係について,栗原の指摘ですべてがつくされてい  いるところをとりあげてみたい。離作料の問題を

るかといえば,必ずしもそうはいえないで あ ろ  近代的土地所有の性格規定との関連でとりあげた

う。しかしその点は土地資本の投下の問題との関  のは,栗原が最初であるといってよく,こ の点に

連があるので次項にゆず り,こ こでは,土地国有  栗原論文のいま一つのメリットがあるのである。

に対する理解について栗原理論の問題と思われる  栗原はそれを論じた項において「近代的土地所有

点を指摘 しておきたい。栗原のいう土地国有は絶  と小作権問題」というタイ トルを付しているので

対地代を廃絶する「 ブルジョア的土地国有」であ  ぁるが,その内容は借地農の投下せる土地資本の

る。土地所有の独占をブルジョア国家の手にゆだ  利子部分が名目地代として土地所有者の手に渡る

ね,土地所有をブルジョア階級の共同財産にする  か,土地資本の賠償を義務づけることで借地農に

のがブルジョア的土地国有であるが,それによっ  帰属するかという問題であって,借地農の用益権

て,土地私有を廃上しうるので,利潤率の均等化  一般の問題ではなく,小作権問題とするよりは離

の障害をとりのぞき絶対地代を廃止しうる。この  作料問題とした方がよいであろう。6)栗原に よれ

点は栗原の指摘するとおりである。しかし,栗原  ば,イ ギリスにおいて,「借地農業者の土地改良

の指摘し忘れている点は,こ のブルジョア的土地  も借地期間満了とともに土地所有者によって無償

国有によっては差額地代を除去しうるものでない  でとりあげられ,借地農業者の土地資本の利子が

ということ,只その領有者の手をかえて,私的土  新に土地所有者の地代に附加されてしまう慣行が

地所有者の手からブルジョア国家の手に移 しかえ  一般的であった。」7)そのため,当初,借地農業者

るにすぎないということである。栗原はさきにふ  の土地改良は抑制され,地主によって行われてい

れたごとく,近代的土地所有の資本に対する制限  たのであるが,19世紀未農業恐慌は地主に深刻な

として差額地代の土地所有者への徴収をあげてい  経済的打撃をあたえることで,地主的土地改良か

る。この制限は,ブルジョア的土地国有によって  ら借地農業者的土地改良への転換を促進し,離作



料問題を日程にのぼらせた。しかして,1883年 か

ら1923年にかけて一連の農地法が議会を通過 した

が,それにもかかわらず,第 1次大戦後において

も借地農の権利保証は不十分であって,第 2次大

戦後の1947年農業法において,漸やく借地農の権

利保護規定が明確になったとする。そして栗原は

この tenant― rightの理論的性格を次のように整

理する。「 これらの農地法ないし農業法によって

保護される小作権というのは,小作農業者が土地

ないし農場施設の改良のためにおこなった資本投

下にたいする権利であり,その資本投下が小作契

約満了とともに地主によって不当にとりあげられ

ることに対する賠償請求権であって,いわば本来

の原論的地代論以前の問題である。ただ現実的に

は,土地所有権の力が慣行的に強大で差額地代及

び絶対地代の範疇的地代以外に,小作人の行った

土地改良等の土地資本利子部分に包含されてきた

のであって,こ の現実的な名目地代にたいして小

作人の投下した土地資本の賠償を義務づけること

は,その名目地代を本来の範疇的地代に純化する

ことに外ならないものである。それは近代的土地

所有の地代法則を何等かの意味においても侵害す

るものではなくて,む しろそれを純粋に貫徹させ

るものである。」8)こ のような tenan卜rightの確

立があったとしても,それで自由な用益権が確立

したといいうるものではないが,tenan―trightの

確立が近代的土地所有における自由な用益権確立

の必要な前提であるとするならば,それは,第 1

次大戦後にいたっても確立されなかったのであっ

て,土地所有権の圧倒的優位の一証左となるもの

であるとする。

さて,栗原の上述のごときとらえ方において共

鳴しうるのは,土地資本利子の帰属をめぐり,借

地契約期間満了後の借地契約更新において,所有

権と用益権との対立抗争が生じるのであり,近代

的土地所有は用益権優位の体制といいうるもので

なく,所有権の介入が農業への資本投下の妨げと

なるものであったことの強調である。ただ,栗原

の把握で,あいまいと思われるの|ま,tenantiight

の確立が自由な用益権確立の前提条件 で あ る と

か,「現実的には土地所有権の力が慣行的に強大:

で」土地改良の利子部分が地代に包含されてきた

とかいう表現から伺えるように,本来の近代的土_

地所有においては,terant― rightが確立している

ものと考え,そ こにまでも到達しえていないイギ
‐

リスにおける土地所有権の強さを嘆いているよう

な論調であることである。たしかに,理論的に,

土地資本の利子は名目地代であって近代的土地所=

有における範疇的地代ではない。 しかし,土地資=

本利子の地代化の阻止,範疇的地代への純化は,丘

代的土地所有の下において,その達成が終局的に

期待されるものなのであろうか。む しろ私には,

土地資本の利子の地代化は,近代的土地所有の下

において,一個の論理的必然性をもつ現象であっ

て,只その現実化において,所有権と用益権の対
‐

立抗争が媒介し,或る決着点を定めるといったメ

カニズムのものであるように思われる。

農業へ追加的の資本投下は,通常の資本たる経

営資本と土地資本の投下にわけて考察するのであ

るが,それは地代法則との関係でその果実の帰属;

に差異が生ずるからである。通常の経営資本の問‐

題については ここでふれる必要もないと思われ

る。9)土地資本というのは半永久的に土地に合体

される資本 (た とえば,排水施設,潅漑施設など)で‐

あって,それは,土地の自然的豊度を,高めたもの,

土地の属性そのものの変質という効果 もつ もの

で,そのような資本の性格が基盤にあるために,借
‐

地契約期間終了後,土地資本の利子が地代化され

るということになるのである。元来土地の豊度と

いうものも,純粋の自然的豊度というものは一個1

の抽象にすぎず,つねに労働生産力の働きかけと

の対応関係において現実的豊度が発生するのであ,

る。土地に資本が投下されることで,土地が資本

化されるのでなく,土地資本が,む しろ土地化さ

れて地代の法則に調整されるというところに近代

的土地所有の論理があるのである。それゆえ,範

疇的地代への純化ということは,現実的には貫徹:

しえないことになるのである。

ただ,借地農業資本家にとっては,土地資本の

利子,あ るいは土地に残されて自然的豊度と化し
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た改良は,自 らの資本投下の果実であるがゆえに  の帰属をめぐる問題 もその一つであるが,そのほ

その補償を要求 し,地主との間に対立抗争が展開  かにも,地代累増のメカニズムが差額地代第二形

した。椎名重明によれば,「テナント・ ライ ト」  態論でより詳細に検討されるべきであろ う。
11)

補償慣行は,イ ギリスにおいて,1820年代にはご   注

く限 られた一部にしかみられなかったが,1830年    1)小 倉武一『土地立法の史的考察』農業総合研究

代 ,40年になるとひろがって,た とえば, リンヵ    所,1951年。

ンシャーでは泥炭による客土 (4年)暗渠排水 (5    2)栗 原百寿『農業問題の基礎理論』285頁。

年)と いうように技術水準に応ずる一般的な有効    3)同 上書,284～ 285頁。

年限の決定がみられたとい う。そして1848年の借    4)同 上書,お9～290頁。

地慣行調査委員会の調査の時期にはテナン トライ    
υノ 1"上部 ‐~界 o

卜補償慣行がほぼ全国的な規模でひろがるにいた .)有『 巫

題

翼 機基|に1/][「 ↑‡すに

ったのであるが,なお地主の力の強いため慣行に    業の実態に即した克明な追求がある。これに教え

とどまり, やっと 1875年になって借地法 Fttt    
られるところ大きい。

Agricultwal H01ding Act が成立, 法制化した   7)栗 原『前掲書』292頁。

とい う。だが,こ の過程を以て,イ ギリスにおけ   8)同 上書,295頁。

る近代的土地所有形態の範疇的地代への純化を云   9)拙 著『戦後日本資本主義毅 業危機の構造』第

うことが出来るかといえば,必ず しもそ うともい     三篇第一章第一節参照,御茶の水書房,1975年。

えない。椎名は次のように述べている。「「テナン   10)椎 名『前掲書』90～91買。

卜・ ライ ト」の補償なるものは,土地改良=資本   11)拙 著『前掲書』第二篇,第一章参照。

1誉電害警夏:堀套ζ阜碁と1身[百:奮言二』   3.近
代的土地所有に先行する諸形態と耕作権

ない短期の借地から,はじめて生ずる問題であっ   前項で述べたところに明らかなごとく,近代的

た。「長期の定期借地ははじめの改良を後の略奪  土地所有における用益権は農業投資に対 し,一般

によって帳消しにせしめるものだ」という地主的  投資並みの平均利潤を保証するものであって,い

見解を裏がえせば,長期の借地は借地農の改良=  わば,資本にとっての自由経営権的なものであっ

資本を補償するということにはかならず,それゆ  て,土地資本の残 り分以外には価格を もた ない

えにこそ「改良借地」improvement leaseな るも  ものである。これに対 し,戦前の寄生地主的土地

のの提唱は,つねに長期の定期借地が補償 (allo_ 所有の下における慣行小作権は,等 しく用益権で

wance)つ きの短期借地ということになった。だ  あり乍ら,それが小作権的価格をもっている。そ

から農業革命が改良農業の大きな前提をなしたと  の理由は寄生地主的土地所有の地代論的規定を明

同時に,他方では19世紀前半の度重なる農業不況  らかにすることによって解明できるであろう。栗

―一一一年限りの借地の増大一
が「テナント・ ラ  原は,それを寄生地主的土地所有のもとにおいて

イ ト」補償の一つの契機となった。」10)こ れでみ  近代的地代がおこなわれたのでなく,名 目地代が

ると離作料の成立も長期借地契約に相当するもの  行われたというところから解明してゆく。曰く,

であって,範疇的地代への純化というところまで  名目地代は「本来の地代部分のほかに小作小農の

到達したとは
一

そういう方向性はもちつつ
一   利潤部分および労賃部分の一部分ら くんでいる

いえそうもない。                 ものである。そのかぎりそこには当然,その名目

近代的土地所有と用益権の対立関係は,栗原が  地代を抑制し,削除し制取する余地がありうるの

とらえているよりも,も っと根深いものがあるよ  である。実に地主的土地所有のもとでは,その過

うに思われる。いまここで述べた土地資本の利子  当な名目地代にたいして,農民的用益権が自己を



∂

主張する第一歩は,まずその過当な名目地代を抑

制 し,その労賃部分ないし利潤部分を何等かの形

で奪還することでなければならないわけである。

しかも前資本主義的小農は,利潤確保とい う形態

でそれをする術をしらないのであって,地代にた

いして耕作権を主張する以外に方法がないのであ

る。そこに用益権が必然的に所有権に対する二重

所得的喰いこみの形態をとるにいたる根拠がある

のである。これに反 して,近代的土地所有の収取

する地代部分は本来の地代部分だけであるから,

そこでは用益権はもはや地代部分を抑制 し,制取

する経済的根拠をもっていないのである。」
1)栗

原

は寄生地主的土地所有を分割地所有の潰滅形態 と

考え,地代形態として名 目地代をあて は め て考

え,封建的土地所有 とは一線を画 してとらえる。

この名 目地代は,小作小農層の生活水準の肉体的

最低限への切 りさげを絶対的限界とするところの

無基準,無際限なものであるが,他面,可変的 ,

屈仲的であって,「小作小農層の力関係によって

は,それを次第に圧縮 して,本来の公正な経済的

地代に,差額地代にまで減少させることをも許容

するものでなければならない。」2)それゆえ寄生地

主的所有権に対立する小作農民的用益権もまた一

定不変なものではなくて,各種各様であり,最悪

は,肉体的最低限の生活水準にあって,地主の恣

意で小作地を無条件的にとりあt′ デ́られるとい う無

権利状態であり,あ るばあいは,いわゆる小作権

として,小作小農の行った土地改良部分にたいす

る補償請求権であるし,ま た「 いわゆる耕作権 と

して,高額高率な名目地代を大巾に制取するとと

もに,所有権の恣意を強 く制限して,事実上所有

権 と対等なものに到 りうるのである。」
3)

このように栗原にあっては,寄生地主的土地所

有の地代を名目地代としてとらえ,その屈伸性を

根拠 として,耕作権の概念を設定 してゆくのであ

る。議論がここにいたると,寄生地主的土地所有

の性格をどうとらえるかという根本問題に立ち帰

ることになるのである。私見では,その性格を半

封建的土地所有ととらえたのであるが,こ こで寄

生地主制論争をむ しかえそ うとも思わない。む し

ろ,やや逆説的な云い方をするならば,栗原は耕

作権の概念を名目地代と結合させようとい うこと

で,かえって,概念内容をあいまいにさせている

点があるように思われるのでそこを指摘 したい。

分割地経営が賃借地で営まれるばあいの高率小作

料は,分割地所有の下における高地価 と関連 して

理解されるのであるがその根拠は次のように指摘

されている。「土地所有が生産者たちの最大部分

にとっての一生活条件をなし,また彼等の資本に

とっての不可欠な一投下場面をなすこ の 場 合 に

は,土地所有に対する需要がその供給を凌駕する

ことによって,土地価格は利子歩合に係わ りなく

騰貴 し,ま たしばしばこれと逆比例 して騰 貴 す

る。分割地として売られるこの場合には,土地は

大量的に売 られるばあいよりもはるかに高い価格

を生 じる,と いうのは,こ の場合には,小さな買

手の数は多 く,大きな買手の数は少ないからであ

る。」4)すなわち,こ のばあいの高率小作料の根拠

は,小農民の生活条件を目標 とするような競争か

ら説明されるのである。 しかるに戦前の慣行小作

権 (制取)は農民運動,その他の歴史的条件によっ

て,所有権が弛緩するところから生 れ て い る。

もし,小農民の競争が条件であるとすると,その

ような所有権の弛緩もたちまちもとへ戻ってしま

うことになって,その恒常性を説明できないよう

に思われる。そしてまた,栗原は,寄生地主的土

地所有下の所有権と耕作権の対立の即自的解決と

して分割地所有をあげるのである。それは戦前の

農民運動が「土地を農民へ」という目標をかかげ

ていたことと対応するのであるが,分割地所有の

潰滅から発 した土地所有権に対抗するのに再び分

割地所有を解決点とすることは,無限の悪循環を

くりかえすだけであろう。む しろ,名 目地代とい

う考え方を延長 して解決点を求めるならば,分割

地所有へ立戻るのでなく,所有権 と対抗できる耕

作権 (近代的地代へ)と い うことになる の で あ ろ

う。 こうなると,戦前における所有権 と耕作権の

対抗の事実的動きを,十分に説明できないことに

なる。

慣行小作権 としてあらわれる小農民の強い用益
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権=耕作権を説明するのに,名 目地代をもってく

ることは,一見地代の屈伸性を説明するのに有力

なごとくみえて,逆に,所有権に対する対抗性,

所有権への喰いこみの恒常性,固定性,耕作権と

いう権利の形成を十分に説明しえず,ま たその到

達点としての分割地所有の意義をも明確にしえな

くなる。かえって,権利の不安定,逆戻 り的悪循

環を想定せしめることになる。理論的な処理とし

ても,分割地所有にとって派生的形態たる,それ

が賃借地にいとなまれるばあいを考える前に,封

建的土地所有から分割地所有にいたる地代展開系

列のなかで耕作権概念の形成を検討することを先

行させるのが正しいのではないかと思われる。

さて,こ のばあい,資本制地代に先行する地代

展開系列の終結として分割地所有が位置づけられ

るのであり,そ こにおける所有権と耕作権の関係

をとらえることが,耕作権概念の正しいとらえ方

に到達する道ではないかと思うのであるがそれを

考察する基本的視点は次の『資本論』中の一節に

きわめて明快である。「自営農民の自由な所 有

は,あ きらかに,小経営のための
一

すなわち,

そこでは土地の占有が自分自身の労働の生産物に

たいする労働者の所有のための一条件であるよう

な,そ してそこでは,自 由な所有者であろうと,

隷従民であろうと,農耕民がつねに自分の生活維

1持手段を自分自身で 。独立に 。個別的労働者とし

て 。自分の家族とともに生産しなければならぬよ

うな,そ うした一生産様式のための
一

土地所有

の最も正常的な形態である。土地を所有すること

がかかる経営様式の完全な発展のために必要なこ

とは,あたかも用具を所有することが手工業的経
‐
営の自由な発展のために必要なのと同様である。

土地所有はこの場合には,人格的自立性の発展の

ための基礎をなす。それは,農業そのものの発展

のためには,必要な一通過点である。」5)分割地所
~有

は,小経営的生産様式を基体とする地代形態展
'開

系列の終結点である。その出発点は,封建的土

地所有の原型たる労働地代において与えられてい

る。「直接生産者はこのばあい,一前提にしたが

えば,自 分自身の生産手段
―

自分の労働の実現

のため及び自分の生活維持手段の生産のために必

要な対象的な労働諸条件一
を占有している。彼

は自分の農耕,な らびに,こ れと結びついた農村

=家庭的手工業を自立して営む。」「 こうした諸条

件のもとでは,名 目的土地所有者のための剰余労

働は経済外的強制―
それがどんな形態をとるか

をとわず―
によってのみ彼等から強奪 され う

る。これを奴隷経営または植栽地経営から区別づ

けるものは,奴隷はこのばあい他人の生産諸条件

をもって労働するのであって,自 立しては労働し

ないということである。つまり必要なのは,人格

的な従属諸関係,程度はともあれ人格 的 な非 自

由,お よび土地の付属物として土地に緊縛されて

いること,本来的意味での隷属である。」6)小経営

的生産様式においては直接生産者が自分自身の生

活維持手段の生産のために必要な生産手段および

労働諸条件の占有者であり,生産上の自立性を備

えている。それゆえ,封建的土地所有がこれを収

奪するにさいしては,そこに経済外的強制という

直接的な支配および隷属関係を持ち込まざるを得

ない。逆に,小経営的生産様式が,その自立性を

展開せしめてゆくには,上級所有権との対抗が必

要である。この形態においては,農民の自らの必

要な生活維持手段の保証それをこえる超過分 (萌

芽的利潤)は地代の高さによって規定されてお り

所有権への喰い込み以外にこれを農民のものとす

ることは出来ない。そして,小経営的生産様式の

自立性は,所有権を自らのものとする分割地所有

において,その最高度の形態が与えられる。

耕作権という概念は,小経営的生産様式におけ

る直接生産者の自立性を体現する権利としてとら

えることが出来るのではないか。近代 的用益 権

が,資本制的生産様式において,資本の土地生産

への投下を可能ならしめる権利であり,平均利潤

を保証するのに対し,耕作権は,小経営の自立的

土地利用権として,さ しあたり自己,及び家族の

再生産を保証する生活権,生存権 で あ り,やが

て,商品生産の展開のもとにおいて,その自立性

は萌芽的利潤を自己のものとする「利潤」制取権

に発展し,さ いごに,所有権を自己のものとする



Fθ

ことにおいて,すなわち分割地所有形 態 に お い

て,その自立性が終結点にいた り差額地代を自己

のものとしうる。 とはいえ,こ のばあいでも,農

産物価格は,費用を控除 してのちの農民が自己自

身に支払 う労賃を保証する水準にとどまる。これ

が保証されれば,小経営者は自分の土地を耕作す

るのであって,こ の労賃はしば しば肉体的最低限

まで下 りうる。それゆえ平均利潤の保証はない。

耕作権の概念は,小経営的生産様式の自立性の

高まってゆ く歴史的諸段階の下に発展 してゆくの

である。いまその過程を簡単に辿っておくことと

したい。

労働地代の段階では,「直接生産者が週の一部

分を,事実的または法律的に彼に属する労働用具

(筆 ,家畜など)を もって,事実上彼に属 す る土

地を耕 し,週の残 りの日を地主の所有地で地主の

ために無報酬で労働する。」
7)こ こでは,農民が自

己に必要な生活維持手段の保証,それをこえる超

過分を得ることが出来るかどうかは,彼の労働時

間が,彼自身のためのものと地主のための賦役労

働時間とに分れる比率によって定まる。そ してこ

の比率は,全剰余労働を収奪するものとして,領
主が経済外的強制 (直接のムチ)に よ って定 め

る。 しからば,こ のばあいには剰余を農民が制取

する何 らの余地もないかといえば,そ うで もな

い。つまり賦役労働日は,慣習法,成文法によっ

て規制せられる不変量た りうるのであり,他方 ,

直接生産者が自由にする残 りの週 日の生産性は可

変量であるということにおいて,その可能性が与

えられる。かくてこの段階の耕作権は,総体とし

てきわめて弱いのであるが,賦役労働日の慣習法

的固定ということにおいて萌芽的形成がある。

生産物地代の段階にいたると,領主直営地は解

体 し農民は自己の占有地において剰余労働もおこ

なう。ここでは,農民は,直接的強制の代 りに諸

関係の力により,鞭の代 りに法律的規定によって

駆 り立てられ,自分自身の責任のもとで剰余労働

をしなければならない。ここでは直接的生産者は

自分の全労働時間を多かれ少かれ自由に使用 し,

土地所有者のための賦役労働によって自己の労働

時間が攪乱されることもない。かくて,こ の形態|

では彼自身に属する生産物を生産する超過労働の

ための時間を得るためのより大きな余裕が与えら

れている。それゆえまた,直接生産者相互間の格

差の形成,特定の者への生産手段集中の可能性も

大きい。もとより封建地代たる限 り,やは り,地
代が利潤を規定するという関係にあることは労働|

地代と変 りがないのだが,直接生産者の自立性は

高まってお り,萌芽的利潤を自己のものとする可

能性はより大きい。

さいごに封建地代の解消形態たる貨幣地代にお

いては,直接生産者は,生産物を貨幣に転形せね

ばならないのであって,生産費の関係が,すなわ

ち生産費をこえて貨幣に転形されるべき超過部分

が決定的となる。ここでも概念的には地代が利潤

を吸収する関係におかれているのであ り,萌芽的

利潤は地代によって制限され て い る。 しか し,

「貨幣地代とともに土地の一部分を占有 して耕作

する隷従民と土地所有者との間の伝統的な慣習法i

的関係が必然的に,契約上の実定法の明文に従っ

て規定された純粋な貨幣関係に転形する。だから

耕作する占有者は事実上,単なる借地農業者とな

る。この転形は一面では,その他の適当な一般的
'

諸関係のもとでは,1日来の農民的占有者をだんだ

ん収奪 して資本制的借地農業者をこれに代わらし

めるために,利用される。他面では,こ の転形の

結果 として,従来の占有者は金を払って自分の地_

代支払義務を免れて,自 分の耕作する土地の完全

所有権をもつ独占農民に転化するようになる。」8)

か くて貨幣地代においては,土地所有者 と直接生

産者 との関係は,実定法的な契約関係に転化する

のであって,直接生産者のもとに,「超過分」を

入手すべき可能性はきわめて大きいといえるので

あ り,貨幣地代のもとで事実上,資本制的借地農:

業者が形成され始めるのである。 しか し,最初に

ふれたごとく,封建的土地所有たる限 り,土地所

有者の地代収取権はあくまで,利潤に対する制限

であ り,買取 りによってか,或いはブルジョア革

命によって,封建的土地所有を一掃することによ

って所有権を自己のものとすることに よ っ て し
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か,耕作権を最終的に確保することは出来ないの  して解放されてはいないことを意味す るので あ

である。                    る。栗原のいう「即自的解決」ではあるが「終局

かくて,小経営的生産様式に照応する地代展開  的解決」ではないという意味を私はこのように理

系列の終点は,さ きにも述べたごとく,小経営者  解したい。

が同時に土地所有者でもあるところの分割地所有   たしかに,土地を取得してしまえば,分割地農

なのである。そして,最初に問題とした慣行小作  民にとって所有制限はなくなるので,絶対地代は

権価格の内実は,本来地代化され,「資本化され  生じない。しかし,その土地を取得す るた めに

た地代」として土地価格の基準となるべき剰余部  は,土地価格を支払わねばならない。そして,こ

分が,直接生産者の手に入り,固定化されること  の土地価格において先取される地代は,「農民の
'

において,下級所有権的価格を生ぜじめているの  生活維持に必要欠くべからぎる労働をこえる彼の'

であり,元来封建的土地所有に対する対抗の中か  剰余労働が,全平均利潤に等しい商品の価値部分

ら,直接生産者の自立性の展開のなかで生まれた  に実現されることなしにましてや平均利潤に実現
=

ものととらえられるべきである。         される剰余労働をこえる超過分たる超過利潤に実

ところで,分割地所有は,上述のごとく,小経  現されることなしに資本化されたものの一部分以

営的生産様式に照応する耕作権と所有権との対立  外の何ものでもありえない。」1°)つ まり分割地所

の即自的解決であっても,決 してその終局的解決  有においては,経営者は,費用以外に自己の労賃

ではない。栗原がその点を強調しているのは正し  部分が実現されればよいのであって,農産物価格

い指摘である といって よいであろう。9)分割地所  は,生産物の価値または生産価格まで騰貴する必

有は経過的であって,分解して近代的土地所有に  要はない。かくて自己の労賃部分をこえる剰余労

発展するか,あ るいは潰滅して寄生地主的土地所  働部分は地代化されて,土地価格として先取され

有に転化するかの必然的傾向を有するとする。分  るし,また,土地価格は生存を目途とする競争条

割地所有の経過的,過渡的性格の指摘は正しいの  件において,き わめて高騰する可能性をもつこと

であるが栗原において,まず,何故経過的なのか  すでに指摘したごとくである。かくて,土地価格‐

の説明が十分になく,又,潰滅して寄生地主的土  への資本投下は,生産物にとって生産価格の非要

地所有に転化するという点については,若干問題  素であるので,本来の生産的資本投下に対する制|

があると思われる。               限となり,分割地所有の再生産的基礎を狭随化さ

まず,分割地所有が,耕作権と所有権の対立の  せ,合理的農業展開の障害となる。これと裏腹の'

終局的解決ではないということは基本的にどうい  関係をなすものは,分割地所有が,小 規模 経営

うところからくるのかということについて考えて  (家族労働に適合した規模)を,そのまま生産上 の

みよう。それは,分割地所有も土地私有の一形態  基礎単位として,私有制の下に固定せしめている

であるというところに存するといえるであろう。  ことで,か くては,上述の生産的資本投下の制限

耕作に従事する直接生産者が,同時に生産手段の  とあいまって「分割地所有は,その本性上,労 1動

所有者であり,土地所有者でもあるとい う関係  の社会的生産諸力の発展,労働の社会的諸形態,

は,その形式からみれば「本源的所有」と類似し  諸資本の社会的集積,大規模な牧畜,科学の累進:

ている。しかし,本源的所有においては,直接生  的応用,を排除する。」11)と いうことになる。

産者の労働様式は共同労働であり,それに対応す   かくして分割地所有は,生産力発展に対してせ

る所有関係は共有である。分割地所有 に お い て  まい限界を有するので,必然的に分解してゆかざ

は,労働様式は,家族単位の個人的労働であり,  るをえないのであるが,その方向には三つの道が

土地は私有である。このことは,分割地所有も,  考えられるのである。

土地所有の独占の一形態であり,私有制限から決   第一は,近代的土地所有へ向う道である。そこ
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では,分割地所有において一体化している,労働

:者的性格,経営者的性格,土地所有者資格が分裂

し,労働は賃労働者が担い,経営は資本家が管理

し,土地所有は,近代的土地所有者が担 う。そし

て夫々に,労賃,平 均利潤,地代 (超過利潤)が

分配される。かような分裂によって,農業におけ

る大規模社会的経営を実現し,生産資本投下にも

より大きな道を開いている。農業に古典的農民層

分解を進行させる条件が存し,資本主義的生産様

式を展開せしめ得るとするならば,こ の道が通常

の道なのである。ただ,さ いしよに近代的土地所

有の分析において明らかにしたごとく,こ れけ終

局的に土地所有制限を解消するものではないので

あるが。

第二の道は,土地 国有 (全人民的所有)へ と向

う道である。農業において資本主義的経営を成立

せ しめる基本的展望を欠いているような歴史的段

階において,小経営的生産様式の狭隣な再生産的

基礎を脱却し,農業に社会的経営を樹立せしめる

展望は,基本的に土地 国有 (全人民的所有)に お

かれるであろう。それは小経営を協同経営に組織

し,労働にもとづく所得を保障してゆくなかで,

:地代=不労所得を上揚してゆくという道である。

この道は窮極的に所有制限から解放する道なので

あって,今日の段階では,小経営生産様式から合

理的農業を展開させてゆく通常のコース化してい

るとさえ思われる。

第二の道は,小経営的生産様式が分解せずに,

いわゆる分割地経営が賃借地において営まれる形

態をとる道である。栗原は,こ のような形 態 を

「寄生地主的土地所有への方向」とよんで次のよ

うに論ずる。「所有権と用益権とが機能的に十分

分化せず,両者がいわば底地権と上地権として,

二重土地所有的に対立するという関係が進行する

のは,農業生産の資本主義的発展ではなくて,小

1経営的生産様式の存続を前提するものとして,基
‐
本的にいって寄生地主的土地所有への方 向で あ

る。そこでは用益権が強固な耕作権として所有権

を凌駕するにいたる場合においても,それ故所有

権の地代徴収権が本来の範疇的地代徴収権に強化

されていっても,それが必ずしも直ちに近代的土

地所有への発展とはならないであろう。かえって

用益権自体が所有権的に強化していって,最善の

場合でもただ分割地所有を窒息的に固定化して,

結局遅かれ早かれ用益権自体が第二の所 有権 と

して寄生的潰滅の方向をたどるにいた るで あ ろ

ぅ。」12)

ここで栗原の指摘していることはきわめて重要

なことであり,そのいわんとする内容 に つ いて

は,教えられるところ大きい。しかし,それを寄

生地主的土地所有の方向と規定したことで,理論

的混乱を招いたのではないか。栗原のば あいに

は,寄生地主的土地所有は分割地所有の潰滅形態

一般に適用せしめる歴史的範疇である。だから,

戦前の日本の地主制が寄生地主的土地所有である

し,農地改革後の土地所有が再び潰滅すればそこ

に生まれる農地賃貸借関係はやはり寄生地主的土

地所有と名付けられることになる。ここでは二重

の意味で問題がある。第一に筆者のごとく戦前日

本の寄生地主制を半封建的土地所有制と考える者

にとっては,全 く問題にならないまちがった規定

ということになる。第二に,仮に一歩ゆずって,

戦前の寄生地主制を栗原のように考えても,戦後

農地改革後に生じうる「潰滅形態」に同じ,土地

所有規定をあてはめることは,あ まり妥当ではな

いし,事態を把握するのに有効とも思えない。そ

こでは,戦前と戦後の生産力段階,資本主義の歴

史的段階が無視されている。ただここでは,こ の

点の規定を度外視すると,栗原のいう「寄生的潰

滅」への道の指摘,警告は,基本的に鋭 く問題を

突いていたといえるように思う。

江

1)栗京『前掲書』288頁 。

2)同上,300頁 。

3)同上,301頁。

4)Das Kapital,Bd Ⅲ.S863。

5)   同上,    S858。

6)   同上,    S841。
7)   同上,    S840。

8)   同上,   SS 849～ 850。



9)栗原百寿『前掲書』∞2頁。

10)Das Kapital,Bd Ⅲ.S857。

11)       1司 L        S 859。

12)栗原『前掲書』303頁。

4.むすび

以上,耕作権概念について地代形態の原理的歴

史的展開に即して理論的な検討を加えた。このよ

うな検討を加えた動機には,最初に指摘したごと

く日本農業の現状についての認 識 が あ る。しか

し,本稿でここから直ちに日本農業の現状におけ

る耕作権問題に入るには,やや準備不足の感なし

としない。すなわち,戦前の慣行小作権,農民運

動のなかでとりあげられた耕作権の内容について

の歴史的検討,農地改革の再評価1)な ど,多 くの

検討すべき問題があり,それを媒介にしてこそは

じめて現段階の耕作権問題が明確になるからであ

る。そうした問題の本格的検討は他日を期するこ

ととし,こ こでは現状の耕作権問題についての若

干の見解を述べてむすびに代えたいと思う。

日本農業の展開において,耕作権問題がクロー

ズアップされてきたのは,請負耕作による規模拡

大の欠陥の認識と,それを是正して近代的土地所

有へ展開せしめる方向への模索からである。規模

拡大をせまられる必然性,いわゆる分解基軸上昇

の経済的生産力的メカニズムについては,こ こで

はふれなぃ。2)規模拡大が必然的なるに対 し,そ

れに対する障壁となったのは高地価であり,自 作

地有償移動による規模拡大は北海道など一部地域

を除いては,すすまなかった。高地価障壁を回避

して規模拡大を達成する手段として40年以降に登

場したのが請負耕作であった。しかし請負耕作は

その契約期間が一年という短期のものが 多 い こ

と,地代が当初収量の5割にも達する高率であっ

たことなどの問題があり,地力維持のメカニズム

を持った近代農法を担 う土地制度たりえないこと

が批判され,請負耕作の受託者の耕作権を,離作

料を保証するなどのやり方で強化し,近代的土地

所有における用益権的なものに展開せしめること

で,難点を打開せんとする方向がはかられたので

ゴ3

ある。

しかし,端的に云って,請負耕作を近代的土地l

所有=近代的用益権的なものに展開せしめること

には幾つかの重要な問題点が存すると思われる。

第一,すでに本論で展開したご と く,耕 作権

は,小経営的生産様式に対応する土地利用=占有

権概念であり,それに対し,近代的土地所有は資

本制生産様式に対応する用益権=所有権概念であ

る。したがって,耕作権から,近代的用益権への

展開を展望するためには,日 本農業の農民層分解:

において,農地改革後の零細農耕様式の分解が資

本制生産様式に帰着するような動きを示している

のでなければならない。しかし現実は,隔絶した

農工間の格差構造の下,零細農耕様式の解体は兼

業化,半プロンタリア化の進捗に帰着し,一部上

層農においても雇傭労働を集積して資本家的経営

になるような構造的変化はみせていない ので あ

る3)。 したがって経済法則の必然 か ら して,請

負耕作の耕作権の強化から近代的用益権を展望す

ることは,非現実的であるといわざるを得ない。

第二,近代的用益権を展望することが出来ない

とすれば,請負耕作権の強化は,本論でふれたご

とく,第二の所有権化をもたらし,再び同じ問題

をくりかえすにすぎないであろう。すでに農地改

革が耕作権を資本主導の上に保証した体制であっ

たのである。しかし,その耕作権は,私有権 (そ

れも虚偽の)と の合体において保証されるという

形態をとったため,耕作権の積極面を十分に展開

せしめず,忽ち壁にぶつかったのである。反省す

べきは,戦後という歴史的段階において,こ のよ

うな耕作権保証の形態をとったことの非歴史性 ,

非現実性ではないであろうか。

第二,現実の問題として,請負耕作の耕作権間

題は単に受託者の側の立場でのみ考えられるもの

でなく,委託者の側の立場でも考えなければなら

ない。たしかに現実的耕作者は受託者であるのだ

から,こ のように云うことは奇異の感を受けるか

も知れない。しかし,請負耕作の契約期間が一年

という短期であり,形態としてあくまで労働作業

委託であるということの意味を考えねばならない

耕作権概念の地代論的研究
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であろう。つまり委託者は,比喩的に 云 うな ら

|ば ,かつての又小作における「一作おろし」的な

ものとして請負耕作に出しているのであって,大

宗 としての耕作権は,自己に留保 しているのであ

る。たしかに現実的には,む しろ高地価での転用

を狙っていることが多 く,生産力段階も,も はや

個別零細規模での耕作を不可能としているかもし

れない。だが,そ うだからといって,委託者の留

保 している潜在的耕作権を否定 し去ることは出来

ないのである。そしてこのばあいの耕作権には小

経営的生産様式に対応する権利であることの必然

か ら,生活権的なものがふくまれている。もちろ

ん耕作権は耕作者の生活権でなければならないが

耕作権が所有権化 して高価格をもっている内実に

は,生活権にもとづ く競争価格がある。受託者の

耕作権の強化は,委託者の潜在的耕作権 =生活権

と鋭 く対立 していかざるをえないであろう。そ し

てそのようなことは,農村内部の農民間の対立を

よぶのみで,本来立向うべき方向への農民の力の

結集を妨げるのみであろう。抜本的解決がむづか

しいとすれば,請負耕作は下手にいじるよりは ,

農村内での相互扶助的側面を重視すべきではない

か。

第四,結論的にいい うることは,すでに,資本

制生産様式の展望出来ない段階において近代的土

地所有への道も閉ざされているとするならば,規

模拡大への地価障壁を突破する道は,私有権それ

自体の止揚を問題にする外ないと思われる。農地

改革が耕作権を私有形態で最高度に保障 したので

あってみれば,次に くる段階はそういう性格のも

のでなければならないであろう。土地国有 (全人

民内所有)の検討を提唱する所以である。

注

1)栗原は農地改革で,分割地所有が創出されたと

する。それは,誤 りである。拙著『戦後日本資本

主義と農業危機の構造』第一篇第二章参照。

2)拙著『戦後日本資本主義と農業危機の構造』第

三編第二章参照。

3)同上書,第二篇第二章参照。
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