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千葉農試研報（Bull.Chiba Agric. Exp. Stn.) 20 : 95～109 (1979) 

畑作経営の発展メカニズムに関する研究

一千葉県北総畑作地帯を中心として一

木村伸男
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Summary 

I 問題の所在一課題と方法一

千葉県畑作地帯は，全国的にみても優良な畑作地帯で

あり，大消費地・東京の『食糧庫』として，また本県農業

の『要』として重要な位置を占めている。

北総畑作地帯は，自然的・地理的条件からも経済的・

社会的条件からも農業環境として最適でドあり，また農家

1戸当り経営耕地面積も 137aと県平均95aを大きく上

回り，農業就業人口も 2.8人と豊富で、ある。したがって，

専業的な経営が多く，土地持ち労働者的な性格をもっ第

2種兼業農家は，わずか全体の3割にすぎない（県平均

5割）。しかし，現在の畑作専業経営は種々な問題をか

かえている。例えば，土地利用の悪化・地力低下・病害

虫の多発・収量品質の悪化等といった技術的問題もあれ

ば，複合化・組織化・市場対応等といった経営的問題も

ある。

これらの問題は，畑作専業経営の戦後展開の必然的結

果としてもたらされた構造的問題であり，問題解決は，

北総畑作専業経営にとって緊急な今目的課題である。こ

れらの問題解決は，単なる一時的な小手先の対策では不

可能で、あり，経営発展の法則性にそった総合的な対策に

そってのみ可能と思われる。それゆえまず重要なことは，

経営発展の法則性を，北総畑作地帯における専業経営の

戦後展開のなかでどう把握するかということである。つ

まり，北総畑作地帯での畑作専業経営の発展メカニズム

をどう把握するかということである。

そこで本稿では，畑作経営の発展メカニズムを北総畑

作地帯の畑作専業経営の戦後展開の中から明らかにする

ことを課題とする。この課題を明らかにするにあたって，

つぎのような順序にしたがった。はじめに，栽培作物の

数と構成によって畑作専業経営の発展段階を仮設的に設

定し，ついで

培技術，②労働様式，③市場対応，④生産性と農家経済，

の4視点より検討し，最後に北総畑作地帯における畑作

専業経営の発展メカニズムを明らかにする。ただ，ここ

で段階的発展といった場合，過去の段階について詳しい

調査・分析は不可能なので，同じ段階にある現在の畑作

専業経営を調査・分析するという方法をとる。

ところで，前記の課題を追求するにあたって 3点ばか

り限定を設けた。第1点は研究対象を北総畑作地帯，特

に香取郡大栄町，山武郡富里村・八街町，佐倉市の畑作

専業経営を中心としたこと，第2点、は経営耕地主財莫farm

Sizeを一定としたこと，第3点は畑作経営の畑面積を北

総畑作地帯の現状にあわせて 2ha前後としたことである。

II 畑作経営の発展段階の仮設的設定

1. 土地利用変遷の4類裂

畑作経営の発展段階の設定は，土地利用の発展段階に

よって規定される。そこで，北総畑作地帯における畑作

専業経営の土地利用の戦後発展を栽培作物の数の変遷に

よって類型化すると，つぎの4類型に区分できる。

類型I 少品目→多品目→単品目→多品目

類型E 少品目一一一→多品目一一一一＋単品目

類型E 少品目

類型N 少品目

多品目

少品目

この4類型のうち，年々農業所得の拡大を他産業並み

に達成しているという意味で最も典型的なのは類型Iで

ある。また，各類型において，少品目とは栽培作物が4,

5品目，多品目とは 7, 8品目で多いときには10品目以上

のこともある。また，単品目とは 2,3品目で，この後に

続く多品目（以下類型Eの多品目と区別する意味で高度

多品目とする）とは5～ 7品目程度である。

北総畑作地帯では，戦後1965年頃まで少品目段階であ

に
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ったが，以後，上述した四つの類型に示す方向で土地利 レンソウ・ゴボウ等）が加わる。土地利用率は 180%弱

用は展開した。したがって，北総畑作地帯における現在 である。こういった作物構成であるため作物での有機物

の土地利用は，少品目・多品目・単品目・高度多品目の 還元可能量は多く， lOa当りのそれは 600kg弱で、ある。

各段階が併存している。 また，この段階では零細な家畜との複合が多く，家畜糞

2. 土地利用の変遷の内容 尿でのlOa当り有機物還元可能量も 600kg弱で、多い。し

つぎに， 4類型について典型的な事例を示し，土地利 たがって，ここでは，地力維持の基盤・メカニズムカ河童

用変遷の内容を，①栽培作物数，②作物構成，③有機物 立しているといってよい。

自給の 3視点から検討する。有機物自給は，作物別収穫 1960年代後半になるとラッカセイ・ムギ・リクトウ・

面積から推定した有機物還元可能量と家畜飼養頭羽数か i殿粉カンショ・採種野菜が減少し，逆に夏作では食用カ

ら推定した有機物還元可能量とによって検討する。なお， ンショ・ショウガ・サトイモ，冬作ではダイコンが導入

lOa当り作物別有機物還元可能量は，禾本科作物 400kg ・拡大され，多品目化する。多品目化は，’71年までつづ

・雑穀 400kg・豆類 200kg・ラッカセイ 400kg・カンシ き，’71年のlOa以上栽培作物数は 7.4品目で，作物構成

ョ 300kg・野菜類 150kg・ジャガイモ 150kgとし， l頭 は禾本科33%，豆科14%，いも・野菜53%となり，禾本

当り家畜別有機物還元可能量（糞尿排池量）は，乳牛87 科と豆科で50%を下回るのが特徴的である。土地利用率

60kg・肥育牛8760kg・豚3285kg，にわとり55kgとする。 は 150%以上である。この段階の有機物還元可能量は少

(1) 大栄町 ・H集落の場合 品目段階より少なく，この段階より地力維持基盤・メカ

大栄町 ・H集落は，北総畑作地帯にある典型的な畑作 ニズムの解体，地力収奪型の土地利用が始まる。

集落であり，現在，食用カンショ作集落で高度多品目段 ’73年になると，食用カンショ作付面積が普通畑面積の

階へ移行しつつある。土地利用変遷は類型Iである。 50%以上になり，単品目段階となる。食用カンショの普

H集落における食用カンショ作専業経営20戸について， 通畑占有率は年々上昇し，’75年70%・’76年72%となる。

土地利用の変遷を第 1表に示す。これによれば，つぎの ’76年の20a以上栽培作物数は 3.6品目で，主要作物の l

ことが指摘できる。 戸当り平均面積は，食用カンショ 149a・ムギ＇＇34a・ダ

少品目段階では， 20a以上栽培した作物数は 5品目で， イコン25a・サトイモ21aである。また，作付構成は禾

その内容は，禾本科44%，豆科21%，いも・野菜35%と 本科16%・豆科0%で，いも・野菜が84%となる。土地

なっており，禾本科と豆科で65%を占めていることが特 利用率は 118%にまで低下する。 lOa当り有機物還元可

徴的である。具体的には，夏作：ラッカセイ・リクトウ 能量は，作物で 336kg・家畜で22kgまで低下し，地力維

・澱粉カンショ，冬作：ムギで，乙れに採種野菜（ホウ 持基盤・メカニズムは解体する。’75年には地力収奪がピ

第 1表 大 栄 町 ・H集落の土地利用変遷

次 1959 ’68 ’70 ’71 ’72 ’73 ’74 ’75 ’76 ’77 

発展段階 少品目 多 口口口 目 単 目回口 目 高多品度目

6.8 6.9 6.8 7.4 6.3 6.1 5.4 5.1 4.9 4.2 

栽培規模 20a以上（品目） 5.0 5.1 5.2 5.4 4.9 4.7 4.5 3.8 3.6 3.6 

別作物数 30a以上（品目） 4.2 4.3 4.1 4.1 3.5 3.2 3.3 2.9 2.5 2.8 

40a以上（品目） 3.2 3.5 3.4 3.4 2.4 2.2 2.2 2.0 2.0 2.0 

50a以上（品目） 2.5 2.8 2.8 2.4 2.1 1. 9 1.8 1.6 1.6 1.6 

44.1 41.2 37.3 33.0 29.3 24.0 19. 9 19.6 15.5 20.4 

作物構成 豆 科（%） 20.9 36.6 21.0 13.5 7 .3 7 .4 7 .9 3.7 0.3 0.8 

いも・野菜（%） 25.0 22.2 41. 7 53.5 63.4 68.6 72.2 76. 7 84.2 78.8 

土 主也 手U 用 率（%） 176.l 79.4 175.2 153.0 143.2 133.2 134.7 127 .2 118.2 132.9 

カンショの普通畑占有率（%） 14.3 14.3 19.5 31. 7 43. 7 52. 7 57 .1 69.9 72.0 78. 7 

lOa当り有機物（作物（kg) 588 588 557 460 402 384 386 336 338 388 

還元可 能量 家畜（kg) 586 298 890 280 384 282 71 22 22 22 

J主 1.食用カンショ作専業経営20戸について。

2. 「農業センサス」・「農業基本調査」より作成。

。。
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第 2表大栄町・ O集落の土地利用変遷

「トとご 1湖 ’72 ’77 

発展段階 多品目多品目単品目

lOa以上（品目） 7.0 6.8 5.6 

栽培規模 l2山 5.3 5.0 3.9 

別作物数 30a以上（品目） 4.4 3.7 2.5 

50a以上（品目） 3.0 2.6 1.6 

44.4 37.0 14.4 

作物構成 豆 科（%） 23.4 16.4 

いも・野菜（%） 32.2 46.4 85.6 

土 t也 手lj 用 率（%） 179.2 148.8 122.2 

カンショの普通畑占有率（%） 26.4 43.5 77.2 

lOa当り有機物（作物仏 611 460 343 

還元可能量 家畜（kg) 138 80 

注 1.食用カンショ作専業経営12戸について。

2. 「農業基本調査」より作成。

ークになる。

’77年になると前年に比べてムギが増加する。 30a以上

栽培作物数は，’76年 2.5品目から’77年 2.8品目に増加し，

土地利用率も’76年 118%から’77年 133%に上昇する。

こうして高度多品目段階へ移行し，現在移行期である。

’77年の作物構成は，禾本科と豆科で21%と’76年16%より

向上し，作物でのlOa当り有機物還元可能量は’76年338

kgから’77年388kgに増加した。ここに地力維持の基盤形

成・地力維持メカニズムの再編成の努力がうかがえる。

(2）大栄町・ O集落の場合

0集落は， H集落と同様に畑作集落であり，現在食用

カンショ作集落で単品目段階にある。土地利用変遷は類

型Eである。 0集落における食用カンショ作専業経営12

戸について土地利用の変遷を第2表に示す。

これによれば， H集落と同様な傾向で発展しているが

多品目から単品目段階への移行がおくれ，’72年にあって

もH集落に比べ品目数が多く，禾本科と豆科の占める比

率も53%と高く， H集落の’70年頃に相当する。また，土

地利用率も 149%と高い。 lOa当り有機物還元可能量も

作物で 460kgと多い。

’77年になると食用カンショの普通畑占有率も77%に達

し，作物構成もいも・野菜が86%を占め，単品目段階と

なる。土地利用率は 122%に低下する。また， lOa当り

有機物還元可能量も作物で 343kgに低下し，家畜では零

となり，地力維持基盤・メカニズムは解体する。なお，

作物の具体的変遷はH集落とほぼ同じで，ヤマトイモが

作付されていることが異なる。

(3）大栄町・ K集落の場合

K集落は， H・O集落と同様に畑作集落であり，現在

第 3表大栄町 ・K集落の土地利用変遷

子干とと項目 1968 ’72 ’77 

発展段階 多品目多品目多品目

lOa以上（品目） 8.7 7.9 7.3 

栽培搬 12山（品目） 7.3 6.8 6.4 

別作物数 30a以上（品目） 5.0 5.1 4.9 

50a以上（品目） 2.4 3.0 2.6 

46. 7 27.2 12. 9 

作物構成 豆 科（%） 18.5 9.8 4.8 

いも・野菜（%） 34.8 63.0 82.3 

土 I也 平日 用 率（%） 174.2 125.2 116.5 

lOa当り有機物（作物（kg) 587 353 202 

還元可能量 家畜（kg) 1541 447 262 

注 1.果菜根菜作専業経営10戸について。

2. 「農業基本調査」より作成。

果菜根菜作集落（食用カンショ・ショウガ・カトイモ・

ゴボウ・ダイコン・スイカ等が中心）で多品目段階にあ

る。土地利用変遷は類型IIIである。果菜根菜作専業経

営10戸について土地利用の変遷を第3表に示す。

これによれば， lOa以上栽培作物数は8品目前後で，

’77年にはわずかに単品化の傾向がみられるものの，’60年

代後半から現在まで，多品目段階にあるとみてよい。た

だ，多品目段階にあるとはいえH ・0集落と異なり，土

地利用率も 117%まで低下する。 lOa当り有機物還元可

能量も，作物で 202kg・家畜で 262kgと少ない。したが

って，多品目化の初期の段階には地力維持基盤・メカニ

ズムはあったものの，現在では解体しているといえる。

畑j径をよく利用している大栄町・ T集落の畑作経営に

ついてみると K集落と全く同ビ傾向がみられる。

(4）佐倉市・ B集落の場合

佐倉市 ・B集落は，現在，’60年代と同様にラッカセイ

・ムギ作集落で少品目段階にあり，土地利用変遷は類型

Nである。ラッカセイ・ムギ作経営8戸について土地利

用の変遷を第4表に示す。

これによれば，’76年現在， lOa以上栽培作物数は 5品

目，作物構成は禾本科32%，豆科41%，いも・野菜26%

と禾本科と豆科の比率が高いのが注目される。また，有

機物還元可能量は作物で 426kgと多い。このことは，地

力維持メカニズムが存在することを意味する。 1戸当り

主要作物は，ラッカセイ 97a・ムギ55a・ヤマトイモ14

a・ショウガlOaで、ある。

3.畑作経営の発展段階の設定

土地利用の変遷を栽培作物によって段階区分し，土地

利用変遷の各類型について，各段階の内容を作物構成と

- 97 -
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第 4表佐倉市・ B集落の土地利用

~工三 1976 

発展段階 少品目

lOa以上（品目） 5.0 

栽培規模！ … 回 3.4 

別作物数 30a以上（品目） 2.5 

50a以上（品目） 1.6 

32 

作物構成 豆 科（%） 41 

いも・野菜（%） 26 

lOa当り有機物（作物作 426 

還元可能量 家畜（kg)

注 1.落花生・麦作専業経営8戸について。

2. 「農業基本調査」より作成。

地力維持基盤とから検討した。その結果からいえること

は，栽培作物の数（量）からみた土地利用の段階区分は，

その内容（質）からみても意味がある。したがって，土

地利用は，少品目→多品目→単品目→高度多品目といっ

た各段階を経過しながら発展すると結論することができ

る。

この土地利用発展との対応関係で，畑作経営の発展段

階を仮設的に設定すると，つぎのようになる。北総畑作

地帯における畑作経営の発展は，少品目段階→多品目段

階→単品目段階→高度多品目段階，という 4段階を経過

しながら発展しており，現実には少品目段階にとどまる

経営もあれば，高度多品目段階にある経営もある。した

がって，北総畑作地帯には少品目経営・多品目経営・単

品目経営・高度多品目経営が併存しているといえる。

ill 畑作経営の発展と作付・栽培技術

1. 大栄町H集落・ T氏畑作経営の作付方式の変化

現在，高度多品目経営である大栄町H集落・ T氏畑作

専業経営について作付方式の変化をみるとつぎのとおり

である。なお， T氏経営の概況は，農業専従者4人（う

ち男 3人） ・経営耕地 210a （地目は普通畑） ・動力耕

転機 1台・乗用トラクタ 1台・農産物販売金額 866万円

（’77年実績）である。

①’55年頃は，夏作：ラッカセイ lOOa・サトイモ20～

30a・澱粉カンショ30～40a，冬作：ムギ 150a・採種

野菜30～50aの5品目で少品目段階にある。②’63年頃よ

りラッカセイが減少して食用カンショ・セレベス・スイ

カ・ショウガが，採穏野菜・ムギが減少してダイコン・

- 98 

ハクサイが導入され，多品目段階に移行する。’70年作付

は，夏作：ラッカセイ 30a・サトイモ30a・食用カンシ

ョ60a・セレペス20a・スイカ20a・ショウガ30a，冬

作：ムギ llOa ・採種野菜30a・ダイコン30a・ハクサ

イ40aで，栽培作物は10品目に達する。③’75年以後食用

カンショへ単品化し，’73年作付は，夏作：食用カンショ

140a・サトイモ50a，冬作：ムギ lOOa・ダイコン50

aとなり，単品目段階となる。④’74年になると食用カン

ショ単品化の矛盾が表面化したためトウモロコシ20aを

導入し，’75年には50aに拡大し，高度多品目段階に移行

する。’78年作付は，夏作：食用カンショ 135a・トウモ

ロコシ40a・サトイモ30a，冬作：ムギ 130a・ダイコ

ン60aである。将来は，食用カンショを 100未満まで減

らし， l年目：早堀落花生 ダイコン， 2年目：サトイ

モ， 3年目：食用カンショ（高系） ムギ， 4年目：食

用カンショ（金時） ムギの4年輪作か，あるいはもう

1年・食用カンショ（金時） ムギの作付を行ない， 5 

年輪作を行なう予定であり，一部’79年から実施される。

このような作付変遷を地力維持の視点からみるとつぎ

のとおりである。なお，本稿では，地力概念を作物に吸

収可能な水分・養分の供給能力と作物の病害虫および自

然災害・障害からの回避力であるとする。①’55年頃は，

厩肥施用（乳用牛3頭・繁殖豚 2頭），ムギ・ラ yカセ

イ堆肥の施用， 3年に l回行う手による深耕と同時に麦

秤・落葉のすき込み，禾本科・豆科・いも・野菜の輪作

などによって地力維持がはかられていた。ところが，②

野菜が導入され多品目段階になると，家畜が排除され，

しかも堆既肥を施用しなくても 3年ぐらいは野菜の収量

があがったため，堆！玩肥が減少した。また，耕転機の導

入によって手堀の深耕から浅耕となった。こうして，地

力維持方式は解体を余儀なくされる。③’70年より単品化

段階へ移行するが，ここでは地力維持が最も無視され，

食用カンショが連作状態となり，地力収奪が激しくなる。

そのため食用カンショの収量・品質が悪化する。しかし

ながら，単品化の段階で栽培管理技術は高度化する。④

’74年より地力維持が積極的にはかられる。すなわち， ト

ウモロコシを導入する。このことは，土壊クリーニング

と堆肥源の自給という意味で意義が大きい。また，’75年

より作物および土壌条件にあわせて堆肥作りが行われ，

食用カンショの良質多収化がはかられた。モミガラ・オ

ガクズ・ススキ・トウモロコシの堆肥は黒土の肺ii場，ラ

ッカセイ・ムギの堆肥は赤土の開場，ただしトウモロコ

シ・サトイモには前年のイモ苗床の松葉堆肥を施用する。

現在，年間堆肥施用量は 60tに達する。
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第 5表発展段階と作付認識

集
～
段

落 T集落 0集落 H集落

高度
多品目

階 多品目単品目I頁 目

調

作

査 35 数（戸） 23 

則（%）付

戸

原

16 

1.手聞がかからぬように 22 

2.連作にならぬように 22 

3.高所得が達成できるように 43 

4.機械利用を考えて 13 

6.積極的な地力増強

6.商人・業者・市場の要望 9 

7.年間農業就業を考えて 39 

8.出荷時期を考えて 26 

19 11 

13 34 

38 43 

13 14 

25 46 

6 3 

13 20 

13 14 

注 1.該当項目に対する回答農家率である。

2.各集落は，大栄町の集落である。

3. アンケート調査（1978年8月）より。

第 6表連作・地力認識・病害虫・収量

~ーと三 T集落 O集落 H集落
発展段階

高度
多品目単品目 ” 多品目

調査戸数（戸） 23 16 33 

連作

1戸当りカンショ作付面積（a) 86.l 155. 7 157 .2 

4 年連作畑（a) 0.2 25.l 40.5 
うち｛

5年以上連作畑（a) 1.3 29.7 23.5 

地力認識

や せ た（%） 13 38 52 

やせた気がする（%） 30 38 42 

や せ な い（%） 30 12 6 

不 明（%） 26 12 

カンショ病害虫の発生

クロホシ病｛ 被害農家率（%） 35 6 49 

被害率（%） 11 5 18 

コガネムシ｛t 被害農家率（%） 60 69 64 

被害率（%） 10 17 24 

センチュウ（ 被害農家率（%） 30 13 21 

被害率（%） 16 10 16 

カンショのlOa当り収量

高 系（kg) 2186 2188 2250 

金時（kg) 1613 1500 1772 

注 1.第5表の（注）と同じ。

2.畑作経営の発展段階別作付認識・栽培技術

作付方式を決定するのは，経営主の作付に対する考え

方，すなわち何を重視して作付するかということである。

このことについて，経営発展段階別に示すと第 5表とな

る。これによれば，①多品目段階では「高所得の達成」

「年間農業就業」を重視し，②単品目段階では「高所得

の達成」を重視して作付している。ただ，わずかではあ

るが「t也力増強」を重視している経営もある。ところが，

③高度多品目段階になると「積極的な地力増強」 「輪作

」 「高所得の達成」を重視して作付している。

つまり，段階別の作付認識は，多品目段階では高所得

追求・単品目段階では高所得追求・高度多品目段階では

高所得の維持ということができる。

つぎに，以上のような作付認識をもたらした背景を連

作・地力認識・病害虫発生・収量の点から発展段階別に

みると第6表となる。これによれば，①多品目段階では

連作岡場はなく，地力認識も「やせた」とするものが少

ない。病害虫の発生農家主事・被害率も低い。また， lOa

当り収量も低い。これに対し，②高度多品目経営への移

行段階では，単品目段階の性格が強く，作付も連作状態

であり，地力認識も「やせた」とするものが多い。病害

虫の発生農家率・被害率も高い。しかし， lOa当り収量

は，栽培技術が高いため（第 7表参照）多品目段階に比

ベて高い。

現在の発展段階別栽培技術について，食用カンショを

事例としてみると第 7表となる。これによれば，①多品

目段階では土壌消毒以外はこれといった実施技術がみら

れないのに対し，②単品目段階ではコガネムシに対する

定期的な一斉防除がみられる。ところが，③高度多品目

段階になると， 「前作にムギ、の栽培」 「土壌消毒」 「完

第 7表発展段階とカンショ作栽培技術

~ーととT集落 0集 H 落
発展段階 度

目口
問

古
同
タ
タ

多品目単品目

調査戸数（戸） 23 16 35 

カンショの実施栽培技術（%）

1.前作にムギを栽培 39 19 71 

2.完熟堆肥の施用 35 25 77 

3.育苗床の追肥 47 38 86 

4. コガネムシの一斉防除 26 69 80 

5.土壌消毒 74 94 100 

注 1.第5表の（注）と同じ。
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第8表 多品目経営での作物・作業別労働分担係数

－－－－－－－－－世帯員 主 長男三女

項 目 －－－－－－－』

熟堆肥の施用」 「育苗床の追肥」 「コガネムシの一斉防

除」等の技術が実施されている。つまり，発展段階が高

くなる程，栽培技術が高まるといってよい。

1）作物別

ハウストマト 0.54 

ハウスキュウリ 1.56 

食用カンショ 0.82 

サトイモ 1.01

ショウガ 1.22

ダイコン 0.91

ニンジン 1.17

コムギ 0.01

スイトウ 1.59 

0.57 

1.34 

1.04 

1.60 

0.89 

0.59 

0.94 

1.09 

0.45 

N 畑作経営の発展段階と労働様式2.06 

0.59 

0.82 

0.54 

0.84 

1.12 

0.88 

1.05 

1.12 

0.38 

0.11 

1. 68 

0.50 

1.33 

2. co 
1.19 

2.30 

1.19 

1.畑作経営の発展段階と労働分担・労働結合様式

ここで労働様式とは，直接的生産過程における労働主

体相互の結合様式として把握する。具体的には，労働分

担係数と労働結合係数によって分析する，この場合，両

係数は，つぎの算式によって求める。

0.63 

作物作業の当該世帯員労働時間／作物・作業の労働時間
労働分担係数＝

全体の当該世帯員労働時間／全体の労働時間2）作業内容別

育 苗作業 1.18 

i機械作業 0.57 
本圃準備｛

1手作業 1.30 

は種・定植・植付け 0.66 

i機械作業
管理｛

1手作業 1.15 

i収穫作業 0.95 
収穫調整｛

1調整作業 1.03 

片付け

0.86 

0.31 

1.34 

内ペ
υ
F
h
d
1
a
a
A斗晶

1
4
1
4
Q
d
O
6
 

．
．
．
．
 

’’－

τ
t
－
ハ
H
V

ハ川V

1.18 

2.81 

1. 95 

0.81 

3.21 

0. 75 

0.85 

1.00 

2.28 

労働結合係数＝

作物・作業の当該結合労働時間／作物作業の結合労働時間総計×108

まずはじめに，多品目経営についての労働分担係数を

示すと第8表となる。これによれば，①機械作業を除け

ば，作業別分担係数よりも作物別分担係数が高く，した

がって，多品目段階では作物別の労働分担であるといえ

よう。とはいえ，②機械作業については長男が担当し，

労働分担が明確化しているものの，管理手作業・収穫調

整については明確化していない。

1.15 

0.99 

1.03 

1.21 

1.18 

注 1. 大栄町T集落のH氏経営の1976年実績。

第 9表 スイカ作業別の労働分担係数と労働結合様式

（多品目段階）

労働結合係数

H K 氏経営

労働分担係数

主要

作業名

1 .耕主主・整地

2.マ ル チ 張 り 1.50 

3.定植 1.72 

4.竹・杭・パイプさし 1.38 

5. ビニール張り 0.99 

6 温度管理 0.63

7.整枝 0.86

8.わらしき 1.09

9.交配 1.03

10.摘果・玉返し 1.06 

11.防 除 0.82

12.追肥 1.15

13.収穫 0.94

経営主

14.み

15. 車首

fi' き 1.10

め 1.07詰

16. レッテル貼り 0.39 

17.車首とじ・箱イ乍り

h、
0 

妻

0. 76 

1.10 

1.48 

1. 60 

1.45 

0.62 

1.22 

1. 35 

0.15 

0. 75 

1.36 

1.37 

0. 74 

主．長（79)

0.17 妻（96)

4.19 嫁（！CO)

0.90 1.05 1.02 1.03 

s I 氏経営

労働分担係数

長男 喜志官立法妥経営主 妻嫁

つ
白

η
t
Q
U
A
V
R
U
R
υ
P
O
F
D
n
υ
h
h
υ

ハU
n

L

7
・
ハ
U
F
O

ワ
a

Q
U
4
4

ワ’

C
0
0
6
Q
u
n
u
ワ
t
Q
d
O
O
《

50
ワ
t
Q
d
7
e
ワ
t
p
b

．
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．
．
．
．
．
．
．
．
 

つ

白

司

i
A
U
A
U

ハU

ハu
n
U

ハu
n
U

ハU
1
よ
ハ
U
n
υ

ハU
A
U
A
U

0.32 長（91)

0.52 

0.67 

0.94 

0.94 主委長．嫁 (78) 

1.11 

0.96 主．長．嫁（47)

1.36 主．長．嫁（41)

0.97 

0.92 

1.26 

1. 61 

1.27 

0.68 

1.18 

1.37 

1.35 

0.66 

0.81 

2.69 

0.46 

0.80 

0.43 

0.81 

1. 99 

1.00 長．嫁（49)

1.59 

1. 21 

1. 05 

1. 01 主．妻．長．嫁（48)

2.08 嫁（55)

1.06 

1.22 

2.44 

1.12 

1. 73 

4.17 

言十 0.96 0.86 1.07 1.02 

長男 嫁

（単品目段階）

労働結合係数

係数が40以上の
労働結合様式

2.28 

1.64 

1.19 

0.14 

1.17 

1. 20 長（71)

1.88 長．嫁（68)

0.62 長（53)

0.18 妻（49)

1. 62 長．嫁（63)

0.82 

0.35 

0.73 

1.05 

1.63 

3.19 

0目82

0. 98 

1. 51 

1.17 主要．長．嫁 (45) 

1. 78 妻嫁（46)

1.27 

0.36 主．長（50)

2.06 長．嫁（97)

長（100)

1.06 主要長．嫁 (88) 

0.14 

注 1. 昭和52年実績。 2. 一部の作業を除いた。 3. ( ）内は労働結合係数である。

4. スイカの作付面積は， Hk氏経営80a. Si氏経営120aである。 5.空欄は不明。
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つぎに，多品目および単品目段階にある経営について

スイカ作生産過程での労働分担係数・労働結合係数につ

いて示すと第9表となる。これによれば，つぎの 3点が

指摘できる。

①各家族員について労働分担係数1.60以上の作業をみ

ると，多品目経営では，経営主：定植，妻：温度管理，

長男：耕転・整地・防除，嫁：レッテル貼りの 5作業で

あるのに対し，単品目経営では，経営主：摘果・玉返し

・箱詰め，妻：竹杭パイプさし・わらしき・みがき・レ

ッテル貼り，長男：耕転・整地・マルチ張り・防除・追

肥，嫁：マルチ張り・ビニール張り・わらしき・防除・

箱とじ・箱作り，の15作業である。つまり，単品目経営

の方が労働分担が明確化している。

②さらに 1株 1株に注意をはらい，またカン・コツと

かを要する特殊管理労働・作業（個体管理労働で，例え

ば温度管理・摘果・玉返し・追肥の労働にみられる）を

だれが分担しているかをみると，多品目経営では妻・嫁

が分担しているのに対し，単品目経営では経営主・長男

が分担し，その分担係数の値も多品目経営より高い。ま

た荷造・調整労働でも単品目経営の方が分担関係が明

確化しており，合理的な労働配置がうかがえる。

③労働結合係数は，多品目経営より単品目経営の方が

高い。また，各作業について結合係数60以上の結合様式

（家族問の結合の仕方）をみると，多品目経営では，耕

転・整地：「長男」，ビニール張り：「経営主妻長

男一嫁」，である。単品目経営では，耕主主・整地： 「長

男」，マルチ張り：「長男一嫁」，防除：「長男一嫁」，

追肥：「長男」，みがき：「経営主妻一長男嫁」，

箱詰め：「経営主一長男」，レッテル貼り：「妻」，箱と

ビ・箱作り：「嫁J，である。つまり，単品目経営の方

が労働分担結合様式が明確化・固定化しているといえる。

高度多品目経営の労働分担・結合様式の特徴は，単品

目経営と同じである。ただ，高度多品目経営になると，

地域的なひろがりの中で分担・結合様式カ河童立する。こ

の点については，次のところで検討する。

2. 栽培技術と労働分担

畑作経営の発展段階と栽培技術・労働分担についてみ

ると第 7・10表のとおりである。この2表によれば，発

展段階が進むほど，①栽培技術が高度化しており，②労

働分担も「全員同一」から分担関係が明確化し， 「作業

内容別」となる。なお，多品目段階では労働分担が「作

物別」であることも注目しなければならない。

現在，高度多品目段階にある大栄町H集落・ T氏経営

（作付方式はE I，市場対応はV l，収益性はVI-

2を参照）での労働分担をみると，二つの点が特徴的で

第10表発展段階と労働分担

~士三 T集落項巨
0集落 H集落

発 展 段 階 多品目 単品目 高度多品目

調査戸数（戸） 23 16 35 

労働分担（%）

1.性別・年令別 25 20 

2.全員同一 57 44 49 

3.作 物 別 17 13 6 

4.作業内容別 26 50 49 

注 1.第5表の（注）と同じ。

ある。①家族労働力 4人内での労働分担がカンショ栽培

技術との関連で明確化していることである。例えば，育

首床作りおよび育苗床の管理はT氏自身が特に注意をは

らって行っている。 T氏が育首床作り・育首管理をした

場合と T氏の妻が行った場合とは，苗の刈取り可能本数

で35%の差がある。この首刈取り可能本数の差が定植適

期と深く関係しており，育苗の差が収穫量の差となって

あらわれる。また，現在，畑面積は 210aで13枚の圃場

からなっているが，各闘場の評価・管理，すなわち各国

場の地力管理はT氏自身が行っている.（III-1を参照）。

②出荷車E織内でのカンショ栽培技術の交換・収穫調査・

定期的な一斉防除・共同選別等を行っていることである。

この場合， T氏自身の栽培技術は全体の中で高く評価さ

れ，彼の労働・技術は出荷組合員の生産の場で生きてい

る。また，出荷組織の中でも支部長の位置にあり，組合

員内の栽培技術・共同作業・出荷管理の上で重要な位置

を占めている。

以上のことからいえることは，高度多品目段階になる

と地力管理・個体管理・地域管理の各労働が範轄として

確立するということである。

3.労働分担と労働観

つぎに，労働分担と労働観について第11表に示す。こ

れは，発展段階別にみた労働分担と労働の所得形成・価

値に対する認識を示したものである。これによれば，①

多品目段階では，多くの場合，特殊栽培管理を行う経営

が少なく，労働分担も作業内容別には明確でなく， 「全

員同一」が多く，したがって栽培能力の優れた人に対し

でも所得形成・労働の価値の面で評価が低い。②ただ多

品目段階でも特殊栽培管理を行う経営では，いくらか労

働分担が明確化し，栽培能力の優れた人に対する評価も

高い。③高度多品目段階になると，特殊管理を行い，労

働分担も明確化し，栽培能力の優れた人は「所得形成に

寄与している」とし，その労働の価値も「高い」と評価

している。つまり，発展段階が高い経営ほど，労働に対
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第11表栽培技術・労働分担・労働観

単位：%

王子＼土と項目
多品目 高多品度目

特殊栽培管理技術の有無 無 （有） 有

労働分担

1性・年令・世代別 11 (25) 27 

2.全 員 同 56 (50) 32 

3.作業内容別 28 (33) 50 

4.特殊栽培技術別 6 (17) 31 

栽培能力の優れた人は，

事形成｛｜｜ 1寄与している
17 (42) 50 

2.寄与していない 11 ( 8) 

に 3.だ れ も 同 じ 28 (17) 18 

12: I 1.高い 6 (17) 33 

亙12.同じ 17 (33) 9 

猛 l3.関係ない 11 ( 8) 14 

注） 1 .特殊栽培管理とは，カン・コツとかといった技

能的な栽培技術をいう。

2.多品目段階は八街町日出荷組合，高度多品目段

階は富里村S出荷組合の専業経営のアンケート調

査 (1972年10月）による。

して近代的・合理的評価がなされている。

v.畑作経営の発展と市場対応

I.畑作経営の発展段階と市場対応

さきに， III-1で述べた大栄町H集落 ・T氏畑作経営

の出荷・市場対応、の変遷を作付方式との関連で検討する

と以下のとおりである。

1955年頃は，少品目段階ですべて商人・業者出荷であ

った。’57年に共同出荷組織ができるがT氏が共同出荷を

行うのは’60年頃からで，特に多品目段階に入ってから本

格化する。多品目段階では，ラッカセイ・ムギ・採種野

菜は商人・業者出荷，サトイモ・食用カンショ・セレベ

ス・ショウガ・スイカ・ダイコン・ハクサイは共同出荷

で一部個人による地元市場への出荷である。’70年頃に単

品目段階に入るが，この段階ではすべて共同出荷である。

市場対応の変化を第12表に示す。この変化をT氏の作

付方式の変化との関係でみると，つぎのことが指摘でき

る。すなわち，作付方式の発展は，①機能的に出荷活動

できるような方向での組織の再編，②業者・商人出荷か

ら個選共販，さらに共選共販への展開，同時に，等級格

第12表大栄町 ・H集落での市場対応の変化

カンショの出荷方法
年次 出 荷 組 織

1箱当り重量 等級格付け 出荷市場

1957 ⑧出荷組合（組合員47名）

支部長 副支部長~連会絡計（兼）
(1) (1) 員同

10 kg I 1 車首 個選共販

(A,B,C，外）

市場

’67 検査制度の改革（組合員37名） 早堀り 5kg I 1手首 共選共販

役員の若返り 普通堀りlOkgI 1箱 共選A 共選B

支部長 副支部長TトL検荷会査計受係係（兼~~~(1) (1) 

A A 

空ト 外

J ↓ 

’70 規格の改正 ⑧共選 支部選 6 市場

A A A 

’71 組織の改革（組合員37名）

支部長一副支部町会計（兼）

(1) (1) 総合対策検査長（2)

外 外 外

Lト検荷査受係係(5) 
(5) 

’73 全部 5kgI 1箱

’78 組合員42名
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付けの細分化・徹底化，③品質に応じた市場選択，④有 ①多品目段階にあるT出荷組織では，理事6名・監事2

利な価値実現＝価格形式，との相互作用の下に行われて 名・副支部長3名といったように旧態依然たる組織で，

現在に至っている。 生産活動に対応した機能的組織になっていない。しかも

ここで，特に作付方式との関係で注目すべきことは， わずか52名の組合員が三つの支部に分かれている。②単

等級格付けの細分化・徹底化は，一方で、はカンショ栽培 品目・高度多品目段階の出荷車且織（0・H出荷組織）に

技術の向上・単品化を背景としてもたらされ，他方ではい なると，仕事の内容によって機能的に編成されている。

っそうのカンショ栽培技術の向上・単品化を要求すると すなわち，ここでは，検査員とか，荷受係とか，あるい

いうことである。このため，単品化段階では土壌条件の は会計とか，資材係とかいったように，仕事の内容を重

よい圃場ほどカンショの連作年数が長くなり，圃場聞で 視して組織が組み立てられている。

の地力差があらわれる。この矛盾解決として合理的な H出荷組織についていま少し詳しくみると，この組織

輪作技術（禾本科・豆科の導入，各国場条件にあった堆 では，検査長（ 5名）・荷受係（ 5名）・それを総括す

肥作り・施用等）カミ、検討され，高度多品目段階へ移行する。 る総合対策検査長（ 2名）を配置し，市場対応が充分で

2.畑作経営の発展段階と出荷組織 きるような合理的組織の編成を行っている。組織図は上

大栄町の三つの出荷組織を経営発展段階別に選び，出 述のとおりであるが，実際の作業・係は，荷受係（ 5名

荷組織のあり方を検討する。多品目段階の出荷組織とし ）ー検査係（ 5名）一会計（ 1名）一事故係（ 1名）

てT出荷組合，単品目段階の出荷組織として0出荷組織， 市況係（ 1名）となっており，極めて組織的に編成され

高度多品目段階の出荷組織としてH出荷組合を選んだ。 ている。支部長は，精算・事故整理・市場対策を行う。

各出荷組合とも，香取郡西部農協・園芸部の支部である なお，各係の中には， 1人か守兼務するものもある。

が，各支部の独自性が強い。 3. 出荷組織と市場対応

3出荷組合について組織図を示すと，第 l図となる。 つぎに， 3出荷組織について市場対応をみる。

この組織図から指摘できることは，つぎの2点、である。 まず，多品目段階に対応したT出荷組織は，組合結成

長（ 1名）…第1支部担当

長（ 1名）・・第2支部担当

( 1名）…第3支部担当

一一－＊Ji合員（52名）

その 1 多品目段階の場合一T出荷組合

「会計（ 1名）

ト資材係(1名）
支部長一一一一一←→
(1名） ；検査係（4名）

L本部役員（ 1名）

一一一組合員（15名）

その 2.単品目段階の場合 0出荷組合

「検査係（5名）
r総合対策検査長→
I (2名） 」荷受係（5名）

｜ 一一一寸E合員（42名）支部長副支部長→
( 1名） (1名）卜会 計（ 1名）

L本部役員（ 1名）

その 3.高度多品目段階の場合－H出荷組合

第 l図経営の発展段階と出荷組織

以来1市場に限定している。食用カンショの等級格付け

は，県規格に順じて行っている。すなわち， 3L・ 2L ・ 

L・M・S・ZS・3S・マルL・ マルM・マルS・BL ・ 

BM・BS・C・外の15階級に区分している。なお， 1978

年よりわずかに変わったようである。

単品目段階に対応した0出荷手副議は，出荷市場を 2,

3市場としているが，日別での市場選択は行っていない。

食用カンショの等級格付けはT出荷組織より綿密である。

すなわち，まず，共選ものと個選ものとに二大別し，前

者をさらに⑧共選と支部共選とに区別する。この他に，

黒アザ病・へこみのあるものは第2選別とする。等級格

付けは，県土見格に順じ大きさと形状により， ZL・L・M

・S・ZS・3S・マルM・ マルS・BL・ BM・ B S・D・

外の13階級に区分する。実際には，⑧共選・支部共選・

個選・第2選別の4グループにわかれ，各グループで13

階級に細区分しているので， 30～40階級になる。

高度多品目段階に対応したH出荷組織は，出荷市場を

5' 6市場とし，しかもカンショの品質・量によって市

場選択を行っている。食用カンショの等級格付けは，黒

アザ病・へこみのないものを共選ものとし，さらに上も

の・下ものとに，時には上もの・中もの・下ものとに区

分し，また一部のごく良いものを⑮と称して区分する。

黒あざ・へこみのあるものは支部選ものとする。すなわ

ち，⑧・共選上・ （共選中） ・共選下・支部選の4グル
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1.畑作経営の発展段階と生産性

最も典型的な経営発展をたと守って現在に至っている大

栄町E集落・食用カンショ作専業経営20戸について（土

地利用の変遷は第1表を参照）生産性の推移を示すと，

第14表となる。これによれば，①年々の増減率は， 50年

を除けば一貫して高い増加率を示し，いわば農業での高

度成長がうかがえる。しかしながら，②段階別に増減率

をみると，多品目段階では1969年がピークで，’70・’72年

には停滞する。しかし，単品目段階にはいると急激な増

加がみられるものの’75年・’76年には停滞する。そして，

高度多品目段階に入るとまた高い増加率を示す。この傾

向は，土地および労働生産性の両方についていえる。

つまり，経営発展と生産性の関係を総括するとつぎの

ようにいえる。すなわち，ある一定の段階で生産性は年

々増加率を高めながら増加し，ある一定のところまでく

ると停滞する。そうするとその段階を再編成して新しい

次の段階に発展する。そして，そこでまた生産性が増加

し，一定のところで停滞する。こういった関係をくり返

畑作経営の発展と生産性・農家経済VI 
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ープ（ 5グループ）に区分する。そして，各グループに

ついて， 2L・ L ・ M ・S・ZS・3S・マルL・マルM

マルS・C・DL・DM・外の13階級に細区分する。

ただ，ここで， O出荷組織とつぎの 2点で大きく異な

っている。一つは，階級区分を県規格の重量によって区

別せず，各年のカンショのできによって市場と相談して

独自に重量区分を定めることである。いま一つは，市場

選択である。すなわち，支部選ものは 2市場，共選もの

は4市場でそれぞれ競争させるように出荷する。

4.出荷組織と単価

最後に，出荷組織別に食用カンショの l箱当り単価を

示すと第13表となる。これによれば，①1976年12月の場

合， T出荷組織 574円・ 0出荷組織 792円・ H出荷組合

1,027円でE出荷組合が最も高く， T出荷組合の79%高

である。②’77年1月についても同様な傾向がみられる。

この格差は，すでに述べた段階的な差，すなわち，地力

管理・栽培技術・労働の仕方・等級格付け・市場選択等

々の差によるものである。

出荷組織別カンショ 1箱当り価格第13表

単位：円

経営発展段階と生産性第15表H出荷0出荷T出荷出荷組合

田I栄大

華社組織組t議組年

H集落

高度
多品目

0集落K集落1027 792 574 月12 年1976 

単品目多品目

254 

2271 

193 

1797 1435 

171 

専従者 1人当り
農産物販売額（千円）

注） 1 .第1～ 4表の（注）と同じ

108 

922 

1 0 a 当り
農産物販売額（千円）

858 

注） 1 . 12月7'16, 23日の平均。

1月10,13, 29日の平均。

2.出荷伝票より作成。

779 513 月年’77 

一大栄町 ・H集落の場合一経営発展と生産性第14表

’77 ’76 ’75 ’74 ’73 ’72 ’71 ’70 ’69 1968 

78. 7 

高度多品目

72.0 69.9 57 .1 52. 7 43.7 31.7 19.5 14.3 食用カンショ普通畑占有率（%）

目日

ロロ単目口
ロロ多階段展発。コ営経

円

%

円

千

軒

千

数

減

数
増年前

実

対
り

額占
宛販物産農

当10 a 254 

19.3 

213 

3.9 

205 

ム12.0

233 

75.2 

133 

54.7 

86 

21.1 

71 

16.4 

61 

7.0 

57 

26.7 

45 

専従者l人当り ｛実

農産物販売額 1対前年増減率（%）

2271 1843 1760 1764 947 694 555 509 379 331 

23.2 

注）

4.7 ム 0.286.3 36.5 25.4 

3.第1表の（注）を参照。
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第17表 発展段階と 1戸当り農産物販売額

田I栄大~と落佐倉市
H集落0集落K集落

度
目ロ

田

高
多

単品目

1戸当り
（千円）

農産物販売額
5450 

注） 1 . 1977年実績

2.第 1～ 4表の（注）と同じ

T氏経営の経営成果第18表

目

9,443千円

2,534 

6,909 

K

L

M

 

総生産額（B+C+D+E+G)

経営費（B + C + D) 
所得（K - L) 

73.2 % 

11.5 % 

7,896円

15.3 % 

所得率（M/K× 100)

利潤率（G/F × 100) 

1日当り家族労働報酬（E+G／日数）

固定資本収益率（H/A X 100) 

注） 1.家族労働評価額は， 1時間当り 750円で試算。

2.地代は， lOa当り 2万円（H集落の平均的な実

績）で試算。

3.他については，農林省生産費調査に従った。

B集落

多品目少品目階段展発

4792 4450 2075 

52年実績

千円

7,155 

457 

2,077 

5,250 

14,482 

1,659 

1,091 

148 

420 

して畑作経営は発展する。

現存する経営は，種々な経営発展段階にある。そこで，

発展段階別に生産性を示すと，第15表となる。

これによれば， lOa当り農産物販売額は，少品目経営

でわずか11万円であるのに対し，多品目経営17万円・単

品目経営19万円と高く，高度多品目経営では25万円で少

品目経営の実に 2.4倍である。

また，専従者 1人当り農産物販売額は，少品目経営で

はわずか92万円であるが，多品目経営 144万円・単品目

経営 180万円と高く，高度多品目経営では 227万円で少

品目経営の 2.5倍の水準にある。

2.畑作経営の発展段階と経営成果

つぎに，大栄町H集落・食用カンショ作専業経営20戸

の農産物販売金額の推移を県平均現金給与額と比較する

と第16表となる。これによれば，①対前年増加率ti.’70

年・’75年の 2か年を除けば，いずれの年も農産物販売額

の伸び率が現金給与額の伸び率を上回っている。つまり，

H集落の食用カンショ作専業経営は他産業従事者の現金

給与伸び率を上回る農業収入の伸びを示したのである。

また，②食用カンショ作専業経営の所得率70%・商品化

率95%，勤労者世帯の有業人数を 1.4人とそれぞれ仮定

して（H集落の経営調査・千葉市の勤労者家計調査より

) • '75年 1世帯当り所得を比較すると，食用カンショ作

専業経営は 324万円で勤労者世帯 291万円を11%上回っ

ている。

現在の発展段階別 1戸当り農産物販売額は，第17表の

とおりである。これによれば，少品目経営ではわずかに

208万円であったのに対し，他の経営ではその 2倍以上

で，多品目経営 445万円・単品目経営 479万円，最も高

いのが高度多品目経営の 543万円である。

ここに示した販売金額は，申告によるもので実際より

2割ぐらい低く示されているものと思われる。そこで，

H集落の高度多品目経営であるT氏経営の経営成果を第

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

 

下額

定資本

同減価償却部分

流動資本

労働雇用労賃

家族労働評価額

計

潤

子

代

項

合

擬制的利潤

｜利利

地

投

固
*i 

現金給与額と農産物販売金額第16表

’77 ’76 ’75 ’74 ’73 ’72 ’71 ’70 ’69 1968 

千葉県平均現金給与額

実 数（千円）

対前年増減率（ % ) 

2077 

13.6 

1829 

27.1 

1439 

23.4 

1166 

14.1 

1022 

13.8 

898 

19. 7 

750 

15.2 

651 

5450 

16.0 

高度多品目

4700 

6.8 

4400 

ム 9.3

目

4850 

67.9 
ロ
ロロ

1908 2888 

20.5 51.4 

単

1350 1583 

9.5 17.3 

目

1233 

24.2 

多品

993 

大栄町H集落1戸当り農産物販売額

実 数（千円）

対前年増減率（%）

発展段 階

3.第 l表の（注）と同じ。2 「千葉県統計年鑑」より。
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度多品目段階での高所得維持といった場合，その水準は

労賃・利潤・地代を確立するような生産力水準で、あると

いえる。三範博の確立は，労働の自立化の経済的表現で

あり，高度多品目段階になってはじめて安定的な労働の

自立化が達成されるのである。

Vil 括畑作経営発展のメカニズム総

千葉県農業試験場研究報告

18表に示す。これは， 52年実績である。これによれば，

①農業所得は 691万円で， 1日当り家族労働報酬は7,896

円であり，② 1時間当り 750円で労働評価して擬制的に

利潤を求めると， 166万円となり，③ここから資本利子

15万円・地代42万円（lOa当り 2万円）を支払っても109

万円が残る。したがって， T氏経営では，労賃・利潤・

地代の三範障が確立しているといえよう。

つまり，高度多品目段階になると，安定的に労賃・利

潤・地代の三範鳴が確立するといえる。したがって，高 北総畑作地帯における畑作経営の発展段階別特徴を検

畑作経営の発展メカニズム

北総畑作地帯の場合をシェーマ化ー

第19表

高度多品目段階

単品目段階

多品目段階

少品目段階

経
営
の
発
展
段
階
・
所
得
・
生
産
性
・
技
術

1.家畜との複合 1.家畜減少 l家畜欠如 1.軍事出稲作齢との槙合

2.堆厩肥，落葉 2堆厩肥減少 2.堆厩肥極少 2.堆厩肥，落葉

3.禾本科．豆科 3.禾本科．豆科減少 3禾本科．豆科欠如 3.禾本科．豆科．深根野菜．牧草

4.i栗耕＝手 4.i圭耕＝耕幸云機 4浅耕~＇J、型トラク夕 4糊二大型トラク夕．トレンチヤ

－~）－主品宇－f;J一一－出一一一｜一一Iぷ均瓦·：：；，；占主－…－ 
2一定に輪作，連作 2無計画な輪｛乍 2.連 作 2目合理的な輪作

－~；；－－－~－－－~－云 T J 私語五一ー --i:i~品目み一一一一一一一一一i~f雨明日1)-81i5J:i－一一一－－i－.瓦；一込町内み
2.低技術 2低 技 術 2.高技術 2.高技術

3. t也力管理 3. 3個体・地域管理 3.地力・個体・地域管理

4所有＝生産労働 4.所有＝生産労働 4所有壬生産労働 4.所有く生産労動

所有＝販売労働 所有孟販売労働 所有く販売労働 所有く販売労働

川場 対応 ｜ l商人業者出荷 1臥鵠個人其醐 1共同出荷，産地化 1共同出荷，産地

2加工業者・地元市場 2.地元市場 2中央市場・全国 2.中央市場・全国

3. 3. 3市場選択 3.市場選択

4.おおまかな等級制すけ 4.;I;・むまかな等級格付け 4細分化した等級格付け 4.細分化した等級・格付け

両日；品・・t－－；~説；ι函 i：示；日正 i示；証自 -i－.廷証話
2.低所得 2.不安定・低所得 2不安定・高所得 2.安定・高所得

1975年頃

2）地力維持

1970年頃1965年頃代1）年

高所得の追求

高収益作物導入一一→高収益作物単品化・産地化一一→

労働の個別化社会化自立化

地力収奪化

7）経営発展の方向

地力増強化ー一一一一一一一一→
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討した。その結果を総括すると第19表となる。この表を 等級干告付けを細かくして有利な市場対応をはかっていこ

念頭において北総畑作地帯における畑作経営発展のメカ うとする。こうして，単品化段階へ移行する。

ニズムをまとめておこう。 第3段階は単品化段階である。この段階は， E持目的に

千葉県北総畑作地帯における畑作経営は，戦後，少品 は’70年代前半である。この段階では，①一つの高収益作

目段階→多品目段階→単品目段階→高度多品目段階の方 物に単品化し，産地・団地として確立する。②ここでは

向性を持って発展してきた。しかし，現実的には，各発 零細家畜部門，禾本科・豆科部門は完全に姿を消し，ま

展段階の経営が併存している。 た堆厩肥は化学肥料にかわり，土地利用は連作状態とな

戦後，畑作経営発展の第1段階は少品目段階であり， り，耕主主は浅耕となり，地力維持メカニズムは解体する。

1965年頃までの畑作経営がこの段階にあるといってよい。 ③ただこの段階では，労働は作業内容別に分担・結合が

この段階では，①ラァカセイ・澱粉カンショ・リクトウ， 明確化し，綿密周到な栽培管理を行い，栽培技術水準も

その後作としてムギが主要作物であって，極めて粗放的 高まる。ここでは，労働は，出荷活動では土地所有の枠

であり，一定の輪作方式が存在しており，また地力維持 を超えて行われ，生産活動においても共同活動が行われ

メカニズムも存在していた。また，②多くの場合， 1' 土地所有の枠を超える場合が多い。④市場対応は共同出

2頭の家畜を飼い，零細家畜部門との複合経営であった。 荷で，一方では市場調査を行い，他方では生産・出荷統

家畜は畜力利用と堆厩肥自給の面で重要であった。③労 制を行い，また等級格付けを細分化し，徹底をはかり，

働は自然性的分業のもとに行われ，土地所有の枠の中で 市場選択を行って有利な販売を行う。⑤この段階では，

行われた。④市場対応は敏感でなく，ほとんどが商人・ 高所得を可能にするが，反面，単品化の矛盾（有機物源

業者出荷であった。⑤この段階の経営は，技術水準が低 の欠如・連作による忌地現象の発生・地力の低下・病害

く，不安定・低生産性の経営であった。このままの形態 虫の多発・収量品質の悪化等々）が露呈することになり，

では，高度経済成長に対応することが不可能となり，高 安定的な高所得達成が困難となる。この矛盾を解決する

所得追求を目的として’60年代前半から高収益作物（多 ために，つぎの段階へ移行する。

くの場合は野菜）の導入が始り，種々の作物が導入され， 第4段階は高度多品目段階であり，’70年代後半がこの

多品目段階へと発展する。 時期で，現在，完全な高度多品目経営は存在していない。

第2段階は多品目段階で，時期的には’60年代後半であ この段階では，①地力認識を重視し，地力維持メカニズ

る。この段階では，①前段階での普通畑作物と導入され ムの確立を前提とした合理的な作付体系が確立する。た

た新作物（例えば，食用カンショ・ショウガ・サトイモ だ，地力維持は，畜産経営・稲作経営との複合化によっ

・スイカ・ニンジン・ハクサイ・ダイコン等）とがいり で一部担われている。ここでは，作物は多品目化する。

まじり，多品目化する。②新作物の導入・多品目化と同 ②この段階を“高度”多品目と“高度”を強調したのは，

時に，零細家畜部門と禾本科作物（特にリクトウ）が排 つぎの三つのことが特徴的であるからである。一つは，

除され，また耕転機の普及によって手による深耕からロ 地力維持メカニズムが確立すること，二つには地力維持

ーター耕＝浅耕となり，地力維持メカニズムは解体を余 を基盤として合理的な栽培技術が確立していること，三

儀なくされる。こうして，地力収奪化の方向での経営発 つには地力管理労働・個体管理労働・地域管理労働が確

展が始まる。③労働は多品目化したため作物を作ること 立し，しかも労賃・利潤・地代の三範時が確立するよう

におわれ，全員が同一作業を行う。ただ，労働分担は作物 な生産力水準にあること，である，③この段階の労働は，

別に行われている。また，労働は，ほとんど自己の土地 土地所有の枠を超えて行われ，経営内では作業内分業が，

所有の枠内で行われ，わずかに共同出荷を通して土地所 地域内では地域内分業が確立している。④市場対応は，

有の枠外で行われる程度である。④市場対応は，従来の 前段階と同様である。⑤この段階では，安定的に高所得

商人・業者取引きと，個人出荷，共同出荷である。等級 が遣される。

格付けは，栽培におわれるためおおまかである。⑤多品

日化した生産においては，仕事におわれるという状態が

つづき，綿密周到な栽培管理も不可能であり，適期作業

もできず，さらに有利な市場対応もできない。その結果，

不安定・低所得となる。そこで，さらに高所得の追求を

目的として，一方では高収益作物に単品化させ，綿密周

到な栽培管理を行い，他方では産地化・団地化をはかり，
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A Study on the Mechanism of Development 

in the Management of Upland Farms: 

With close attention to the cases of the upland field region 

in the northernmost part of Chiba Prefecture 

Nobuo KIMURA 

Summary 

In the recent years, various difficulties of both technical and non-technical aspects in the 

management of upland farms of the upland field region in the northernmost part of Chiba Prefecture 

have come to be recognized and have become the pressing problems of the day. The present problems 

are of structure. Therefore, they will not be solved without a comprehensive approach in accordance 

with the law of managerial development. With the background of such a situation, in this paper, the 

evolution of the management of upland farms of the upland field region in the northernmost part of 

Chiba Prefecture (to the east part of Tokyo) after the World War II has been analyzed and the law of 

development and the mechanism凶血emanagement of upland farms have been clarified. In the process 

of investigation, the developmental stages have been featured using two criteria, the number and the 

composition of the crops including animal husbandry. Then, the development with stages has been 

elucidated through the following four approaches; I technological aspects of cropping systems and 

cultivation, 2 mode of labor, 3 responses to market dynamics and 4 productivity and economy of 

farm-households. It should be noted that仕iearea managed by a farm-household is here assumed to be 

unchangeable. Results of analyses are as follows: 

Upland farms in出enorthernmost part of Chiba Prefecture have experienced four stages of 

managerial development, namely, a stage of an“oligocul ture”system→that of a“poly culture”system 

→that of a monoculture system→出atof a highly-advanced “polycul ture”system. In actual cases, these 

types of management of upland farms have b巴enexercised side by side. 

百iefirst stage of managerial development of upland farms after the war was that of an 

“oligoculture" system until about 1965. At this stage, the main crops were peanust, sweet potatoes for 
starch production, barley and wheat and animal husbandry was added on an ultra-small scale. A 

mechanism for maintaining soil fertility was established.百iemanagement for farming was not very 

intensive. Concerning marketing, peasants entirely depended on merchants and dealers. Both 

productivity and income levels were low and, forthermore, unstable. This stage changed into the 

following one. 

τhe second stage was that of a“poly culture”until about 1970. At this stage, the production of the 

crops at the preceding system decreased and various kinds of vegetables were introduced due to their 

great profitability and the number of crops at a farm was multiplied. At the same time, the animal 

husbandry on an ultra-small scale was eliminated. Thus, the di司junctionof a mechanism for maintaining 

soil fertility began. As regards labor, except for a few operations, all the members of a family carried out 
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one kind of work at a time and were very often in a situation where they were driving away at work night 

and day. On the other hand, the technological level was low; so that, both producti吋tyand income 

levels were low. Marketing was conducted through merchants, dealers, peasants themselves and their own 

cooperative bodies. Pursuing improved technologies, favorable marketing systems and large income, 

peasants provided the following stage. 

The third stage was也atof a monoculture system until about 1975. At仕出 stage,a peasant or 

farmer came to concentrate his efforts upon the cultivation of a single crop with great profitability and 

conducted succession cropping. There were neither crop of Graminae nor Leguminosae and, in addition, 
no animal husbandry. Consequently, the mechanism for maintaining soil fertility was di司ointed.On the 

other hand, labor became sophisticated and specialization in assignments was noticeable. Moreover, the 

technological level was high. Marketing was conducted through cooperative bodies of farmers. Although 

both productivity and income levels were 脳出，血eywere unstable. Therefore, in order to maintain a 

definite level of soil fertility and to enable farmers to earn stable and large income, they provided the 

following stage. 

百iefourth stage is that of a highly-advanced“poly culture”since about 1975. At this stage, on one 

hand, a rational rotation cropping system is being established, on the other hand, a mechanism for 

maintaining soil fertility by means of a complex system in which both animal husbandry and 

management of lowland paddy fields fulfill respective roles is being reconstructed. Furthermore, rational 

technologies of cultivation on the basis of the above-mentioned mechanism are being evolved and 
elaborate management is being exercised. At the s釘netime, division of labour and cooperation is being 

established in both a managerial unit and the region. Marketing is conducted through cooperative bodies 

of farmers.百ms,earning large and stable income will be achieved. 
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