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1.は じめ に

本稿でとりあげる群馬県前橋市女屋集落の農業

については,筆者を含めて少なからぬ論者が,様

々な角度から分析を加えてきた。事例研究として

は屋上屋を架す結果になりかねないわ け で あ る

が, ここであらためて女屋農業を論ずる意図はつ

ぎの点にある。すなわち,今 日では広 く存在する

「生産組織の機能している複合生産地帯」を対象

領域として,農民分解論的現状認識にかかわる分

析視角を,主 として所得ないしは収益配分の観点

から提起することが小論の目的なのである。した

がって,すでに他所で報告された内容と重複する

部分があると同時に,女屋農業の全体像を把握す

るために不可欠の事柄のすべてがここで述べ られ

るわけではない。

あらかじめ論点を整理しておく。

第 1に,共同利用組織におけるオペレーター報

酬の問題。賃金単価の大小と労働報酬の大小は,

区別して考えられなければならないことを指摘す

る。

第 2に ,生産組織における分配問題。経営者報

酬と地代の対抗関係とい|う 視点を提示する。

以上の 2点が,生産組織を媒介とした一定地域

内における農民分解にかかわる議論として,単作

地帯にも共通する問題領域を含むのに対して,第
3点は,複合生産地帯に固有の論点と言 って よ

い。

すなわち,複合生産地帯において農民分解を把

握するにあたっては,経営内容の分化という角度

からの接近が不可欠であることを,第 3点 として
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述べる。対象事例の場合,こ の要素を分析視角を

合むか否かによって,生産組織の展開予測もほと

んど決定的に異なる。

なお,以下の論述は,第 1の論点,つづいて第

3,最後に第 2の論点の順序で構成される。

本稿は農事試験場農業経営部・作業技術部機械

化経営研究室の共同作業として行 われ た現地調

査 。その後の検討の副産物であるが,こ こで述べ

る内容についての責任は筆者にある。また,女屋

農業の実態に関しては,主産物である「地域複合

農業の構造と展開」(沢辺恵外雄・木下幸孝編)を参

照していただきたい。

2.女屋機械化組合の特徴

関東平野北部に位置し,前橋市街地に近接する

女屋集落の農業は,米・麦・養蚕・畜産の 4部門

からなる経営を基調としていた (1戸あたり経営耕

地は,101ア ール。内訳は,水田58%,桑園24%,畑 12

%,そ の他6%。 1976年。)。 しかし,北関東に特徴

的なこうした経営形態は,1965年付近を境として

急速に変貌しつつある。ひとつは,下層農家を中

心とする兼業傾斜の深化によってであり,ひ とつ

は,中 。上層農家のなかから酪農・養豚・養蚕等

を主幹部門として拡大する動き,経営部門構成の

単純化を伴なった規模拡大の動きが進行してきた

ことによる。

上向農家の男子基幹労働力をオペレーター・役

員 (オ ペレーター8名・役員4名 , 以下では一括して

オペ集団と称する)の中心として,1970年に発足 し

た女屋機械化組合 (以下,機械化組合と略記する。発

足の経緯から,現在も正確には永明東部機械化組合女
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屋支部という名称である。)の 直接のねらいは,米麦

生産の省力化,と くに春の労働 ピークを緩和する

ことにあった。集落における農民分解の進展 。経

営内容の分化のなかで,一方では農外就業の安定

化のため,他方では主幹部門の規模拡大をはかる

ため,農家の共通部門として残った米麦生産の省

力化が急がれたのである。

発足当初は,耕 うん・収穫(麦中心)作業を対象

とし作業面積も限られていたが,そ の後,機械化

組合の掌握する作業内容・作業面積は,機械装備

の増強とともに拡大され,1975年 には集落の水田

約20haについて中 。大型機械による一貫作業体系

が成立する。機械化組合の展開は集落の農業生産

に様々な変化をもたらした。とくに,つぎの 2点

が基本的である。

第 1。 春 。秋の労働 ピークの緩和を契機に,酪

農20頭・養豚400頭・養蚕 1ト ンとい った以前に

倍する,あ るいは,それ以上の規模をもった経営

が出現するとともに,兼業農家の農業生産からの

離脱が急速に進んだこと。第 1表に,お もな作目

について年次間の規模比較を示してある。なお,

機械化組合が米麦作以外の作目の拡大・縮小に対

して直接 。間接に与えたインパ クトに関しては,

第 4節で要約的に述べられる。

第 2。 オペ集団が水田20hcに おける実質的な生

産主体として機能するようになったこと。

さて,機械化組合の現状を把握するため,運営

面を中心にその特徴を列挙しておくこ と に した

い。

①集落の農家 36戸のうち 34戸を構成員とする

「集落ぐるみ組織」である。

②機械導入に際して,補助 (6割)残の うち自

己資金による部分は機械化組合登録水田面積 (≒

所有水田面積)割 りの共同出資によって調達され,

借入資金の返済負担額も同じく面積割りで決定さ

れている。なお,田植機を除いて償却資金の留保

は行われていない1)。

③すべての構成員が,利用面積に応じて作業料

金を支払い,出役時間に応じて賃金を受けとるか

たちで,財務運営が行われており,オ ペ集団もな

第 1表 主要作目の規模比較

1978年

飼  養  戸  数

経 産 牛 平 均 頭 数

同 上  上位 3戸

5戸

14.6頭 /戸

17.6頭 /戸

3戸

27.6頭 /戸

27.6頭 /戸

蚕

12戸

13.2箱 /戸

26.7箱 /戸

注 :1)19“年の数値は,木瀬農協真下利美氏による。

2)1965年 の養豚は,仔とり経営 7戸肥育経営 3戸 (実際には,い

ずれも厩肥生産が主目的), 1976年 o1978年については,2戸 が

養豚団地参加農家で一貫経営。団地の容量は 1戸あたり繁殖豚40

頭肥育豚400頭 である。

んら区別されるところはない。作業料金は,春・

秋とも作業期間終了後に,実費 (物的経費・賃金)

で算出されるが,賃金単価はあらかじめ構成員全

体の協議によって決定される (1978年の場合,オ ペ

レーター出役 950円 /時間, 補助出役一苗運び。フラ移

動など-850円 /時間。次節以降試算の対象とする1976年

には,750円 と700円であった。)。

④水田20hoに ついて,施肥・除草・水管理を除

く稲作作業および麦作全作業を機械化組合が行う

が,米麦生産の実質的な担い手はオペ集団 で あ

る。彼らは,機械作業はもちろん, 稲・麦 (ビー

ル麦)と も品種作付け圃場の決定, 栽培計画・作

業計画の策定を行 い,さ らに,し ろかき水の配

水・施肥設計の担当者として,栽培管理の面でも

主導的な役割をはたしているのである。なお,乾

燥調製は農協有ライスセンター,防除は農協管内

で組織された「防除組合」が行う。

⑤水田の 8割が,一本の水系 (支線)の もとで

1ケ所に団地化している(1965年に圃場整備)。 この

有利な圃場条件のうえに,個 々の水田所有に規制

されることなく,配・排水条件をはじめ圃場の作

業条件にそくして効率的な機械作業が展開され,

大幅な労働時間短縮が実現されている。また,と

くに麦の収量が高い水準で安定しつつある2)。 酪

農家4戸 (う ち3戸はオペ農家)と無畜農家 (い

酪

　

　

農

養

　

　

豚

養

1965,午 1976年

14戸

2.9頭 /戸

6.3頭 /戸

6戸

9.3頭 /戸

13.3頭 /戸

飼  養  戸  数

繁 殖 豚 平 均 頭 数

同 上  上位 3戸

10戸

2.0頭 /戸

3.0頭 /戸

4戸

15.8頭 /戸

20.7頭 /戸

28戸

10.4箱 /戸

18.2箱 /戸

16戸

12.2箱 /戸

23.2箱 /戸

飼  育  戸  数

平 均 掃 立 て 箱 数

同 上  上位 3戸
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まや農家の2′
3以上を占める)の あいだに成立して    第2表 米・麦10aあ たり収量の農家間隔差

いるワラ・厩肥交換によって有機質肥料の投入が

定着 したことが,ひ とつの要因と考えられる。

(1976年 ,k9)

米
均  値

準 偏 差

均  値

準 偏 差
麦

れており, ライスセンター料金・受検費などは

差し引いてある。10aあ たり粗収入は米麦を総

合してオペ農家・非オペ農家間の差 を 認 め 難

い。ここでは,全農家の平均値を用いて粗収入

を算出した (第 2表 )。

○利用料金合計 :ε +“。ιO+ω l′1+π =4.14万 円/

10a

物的経費 :ε =1.83万 円/10a

オペ労賃 :型 o(賃金単価)×ιo(投下労働時間)

=0.075万円/時間×17.4時間/10a

=1.31万円/10a

非オペ労賃 (補助作業出役)

:“1(賃金単価)× ″1(投下労働時間)

=0.07万円/時間×3.4時間/10a

=0.24万円/10a

借入資金償還金・田植機償却費

:%=0.76万円/10a

なお,作業別料金および投下労働時間は,第 3

表に示した。

○自家作業 (稲栽培管理など)の費用

:`み十
“

1′λ=3.12万円/10a

第 3表 投下労働時間・作業料金 (1976年産米麦) 単位 :円 ,時間/10a

全 農 家

3.賃 金単価・労働生産性・労働報酬

機械化組合は,そ の運営が軌道に乗って以来常

にふたつの問題をかかえてきた。しかも,いずれ

も,機械化組合が充分に機能すればするほど増幅

される性質の問題である。

ひとつは,い ったん緩和された春・秋の労働 ピ

ークが個別経営労働とオペレーター出役の競合と

いうかたちをとって,再び顕在化してきたことで

ある(と くに,酪農家)。 機械化組合が,米麦作以外

の部門の拡大に貢献したことの帰結にほかならな

い。もうひとつは,米麦生産をめ ぐる オ ペ集団

(オ ペ農家)と それ以外 の 構成員 (以下,非オペ農

家)と のあいだの分配の問題である。

この節では,後者について具体的なデータをも

とにやや詳 しく検討することにしたい。

まず,手元に一貫したデータのある1976年産米

麦について機械化組合の財務運営方式にそくして

オペ集団 (オ ペ農家)・ 非オペ農家双方の平均所得

をもとめてみる。

算出基礎は以下のとおりである。

○所有水田面積 (平均)

fオ ペ農家 (12戸 =″ 0):sO=8.52(× 10a)

t非オペ農家 (22戸 =π l):sl=4.55(X10a)

○米麦粗収入 :R=18.9万円/10a

麦作奨励金10aあたり換算 2.1万円が加算さ

料    金

投下労働時間

rォ  ペ

t非 オ ペ

投 下 労 働 時間
地 域 平 均

f平

t標

４８

４

“

６

f平

t標

合  計

41,380

20.8

17.4

3.4{

82.4

資料 :機械化組合資料による。

注 :投下労働時間地域平均は,該当する作業項目について,1976年産「米麦生産費調査結果」 (関東・東山販売農家平均)より集計した。投下

労働時間 (秋)は米収穫・麦播種等の計 (1976年 )。

オ ペ 農 家 非オペ農家

“

●

留

‘

1976年 秋

米 収 穫

小  計 資金償還 運 営 費

麦 収 穫

年   春

代 か き

1976

耕 う ん麦播種等

8,910

6.7

5.0

1.7

6,260 33,780

20.8

′ 17.4

ι 3.4

7,100 500

4.2

3.5

0.7

8.9

1.0

8,990

～
~~~´´

9.9

33.0 49.4 82 4

●

３

３９

８

1975年 秋
| |

6006,860 2,160



物的経費 :επ=1.79万円/10a

自家労働費 :ωl× ′λ(投下労働時間)

=0.07万 円ノ時間×19.0時間/10a

=1.33万 円/10a

1976年産「米麦生産費調査結果」 (関東。東山

販売農家平均)の該当項目よ り推定。物的経

費・労働時間とも機械化組合の作業と重複す

る部分があり,実際よりも大きい数値となっ

ていると考えられる。労働費は,非オペ出役

賃金単価で評価した。

ここで,粗収入から自家作業費用を差 し引いた

ものをあらためて「粗収入」R′ とおく。 機械化

組合内部における分配関係をみるためである。

R′ =R― (ε π+ωl為)=15.78万 円/10a

さて,オ ペ農家・非オペ農家双方の 1戸あたり

平均所得は,「粗収入」から料金を差 し引き,出

役労賃を加えることによりもと め られ る。つま

り,

オペ農家所得

={R′ ―(ι +ω OιO+ω lι二十″2)}SO

l πOsO+π lsl ～..`
夕20

=11.64万 円/10a× 8.52(× 10a)+22.0万

円

=121.2万 円 (う ち22.0万 円が労賃所得)

非オペ農家所得

={R′ ―(θ +“。′0+ω lιl+夕π)}sl

十
*nrst
721

=11.64万 円/10a× 4.55(× 10a)+2.2万

円

=55.2万 円 (う ち2.2万円が労賃所得)

が平均所得である4)。 10aあ たりに換算すれば ,

オペ農家14.2万 円,非オペ農家12.1万円である。

実質的な米麦生産担い手であると自他ともに認

めるオペ集団 (オ ペ農家)と ,米麦生産では補助的

役割を演じるにすぎない非オペ農家,両者の得る

10aあ たりの所得の差は,不合理に小さいと言っ

てよい。たとえば,第 2表から,収量によってオ

ペ農家・非オペ農家の10aあ たり所得が逆転する

第 4表 賃金単価・所得 。「地代的所得」

160.0(100.3)

176.7(134.1)

193.3(167.8)

201.7(184.6)

210.0(201.5)

218.4(218.4)

賃金単価

(円 /
時間)

750

800

900

1,000

1,500

2,000

3,400

4,600

5,700

6,300

6,900

7,400

「地代的所得」

円/10a)

11.6

11.6

11.4

11.2

10.3

9.5

7.0

5.0

3.0

2.0

1.0

0

S

ケースがしばしば起こるであろうと推定されるこ

とも,不合理とするひとつの判断基準となるであ

ろう。ともあれ,非オペ農家がまったく出役しな

くても,11.64万円ノ10aの「地代的所得」を得る

ことができる以上,オ ペレーターがオペ集団から

離脱し浮いた労働力を他の所得稼得機会にふりむ

けるという選択を行っても,他の諸関係を捨象す

るかぎり,当然であることをこの結果は示してい

る。

他の諸関係を検討するまえに,今少 し分配問題

の分析を続けることにしよう。

生産組織におけるこのような分配関係 を まえ

に,「労賃と地代の対抗関係」という視角から,

やや短絡的に,賃金単価が低すぎるとの主張がし

ばしばなされてきた。そこで,賃金単価を引き上

げること に よ って,どの程度分配関係が変化し

「地代的所得」が 縮小 す るか,逆に「地代的所

得」にいくつかの数値を想定 したときの賃金単価

も算出してみる (非オペ出役の賃金単価は固定)。 そ

の結果は第 4表である。

賃金単価の操作は,分配関係にわずかしか変化

をもたらさない。たとえば,一挙に倍の 1,500円

に引き上げたとしても,オ ペ農家の所得増加は 1

割に満たず,「地代的所得」は 10.3万円ノ10aと

所  得  (万 円/戸 )

オペ/う ちヽ
農家 労ヽ賃ノ

121.2(22.0)

122.0( 23.4)

123.4( 26.4)

124.9( 29.3)

132.1( 44 0)

139.4( 58.7)

14.2

14.3

14.5

14.7

15.5

16.4

55.2

54.8

54.0

53.2

49.2

45.3

(2.2)

(2.2)

(z.2)

(2.2)

(2.2)

(2.2)

12.1

12.0

11.9

11.7

10.8

10.0

18.8

20.7

22.7

23.4

24.6

25.6

34.1

24.9

15.9

11 3

6.7

2.2

(2.2)

〈2.2)

(2.2)

(2.2)

(2.2)

(2.2)

7.5

5.5

3.5

2.5

1.5

0.5

回 瓦
10  a
あたり

非オペ/う ちヽ
農 家 労ヽ賃ノ

同 左
lo  a
ホ″ め



いう高い水準にとどまるのである。依然として,

他の諸関係が捨象されるかぎり,オペレーターが   '‐

農家の分化・分解ベクトルと生産組織 7δ

農家の分化・分解ベク トルと機械化組合の

展開方向

前節で検討した分配関係の不合理 は,要 す る

に,オ ペ集団が水田の管理者・経営者的役割をも

担当する受託組織として機能 し,機械化組合構成

員内部に (生産担い手という観点からみて)実質的な

受委託関係が形成されているにもかかわらず,共

同利用組織として全構成員が「平等の資格」を有

するとの前提のもとで財務運営方式が維持されて

きたことに起因しており,高い労働生産性・収益

性がこれを増幅しているのであった。 した が っ

て,生産担い手の存在形態の変化に整合すべ く組

織の運営方式も改変されるとの展望にたてば,分

配関係の不合理はオペ集団の経営受託組織化とい

う方向に機械化組合の再編を促す矛盾であると言

ってよい。あるいは,同様な矛盾が組織の解体を

引き起こすケースのあることも, しばしば見聞す

るところである。

では,女屋機械化組合の場合はどうか。

上述のような不合理は,オ ペ集団によく認識さ

れている。実際,労働競合の問題と相乗的に作用

して,分配問題がオペレーターの強い不満となっ

てあらわれ,組織の存立自体をゆるがしたことも

あった。しかしながら,それが決定的な破局に至

ることはなく,ま た,受託組織化へ向けた決定的

な一歩につながることもなかった5)。 機械化組合

は,共同利用組織型の運営を維持 しながら,い ま

まさに10年めの春作業の最中なのである。

そこで前節で矛盾を分析したのに対し, この節

では,矛盾の緩和・解消の構造を分析することに

しよう。

矛盾の緩和・解消の構造は,ふたつに大別でき

る。ひとつは米麦生産にかかわる側面であり,ひ

とつは他作目との関係,言いかえればオペ農家の

経営とかかわる側面である。そして,他の諸関係

とさきに呼んだ後者の分析に,こ こでのポイント

がある。

まず米麦生産にかかわって,共同利用組織とし

ての存続を支えた要因として,

オペ集団からの離脱に傾く分配関係に変わりはな

い。賃金単価の大小と労働報酬の大小は区別 して

考えられなければならない。

ところで,以上の結果が米麦生産の労働時間短

縮・高収益性の帰結でもあることを,簡単に整理

して述べておく。さきのオペ農家所得算出式は,

非オペ農家の出役を無視すれば,所有水田面積比

例部分と出役時間比例部分に分割され,つ ぎのよ

うに書ける。

IR′ ― (θ 十夕,2)}SO+三
場十

一・ω Oι0

所有面積比例所得 出役時間比例所得

オペ集団 (オ ペ農家)に薄 く,非オペ農家に厚い

分配関係,ま た,それを賃金単価の操作で変える

ことのむずかしさは,上式第 1項と第 2項の比率

R覆て戻再死戸丁券武
~に示される。―

齢 計
を 固 定

的とみなし,賃金単価をあらかじめ決定されてい

るものとしたとき,結局,分配関係を左右するの

は
ι0

ある。'IRラ てτ¬巧万

他方, この比率は米麦生産の労働生産性の指標

であり,収益性の指標でもある。言いかえれば,

機械が労働に代替することで 労働時間 (ιO)が短

縮され,かつ,そ の代替がとくに固定資本の過剰

投資を回避しつつ,総費用 (ε +π)縮小のもとで

実現されること,い わば機械化組合の米麦生産に

おける成功の指標なのである。

したがって,現行の共同利用組織型の財務運営

方式について,オ ペ集団の立場からはつぎのよう

な判断が くだせる。すなわち,彼 らの生産活動・

経営努力が実を結ぶとき,その果実は土地所有に

帰属するものとして分配されるのであって,オペ

集団・非オペ農家間の相対的な分配関係のうえで

は,土地所有者としてのオペ農家に神益すること

はあっても生産の担い手としてのオペ集団の利益

には結びつかないのである。
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/米麦所得ヽ
準票爾尋

農家番号

Q
1965年  1976年

6

(農業所得)

200          400           600フ テ円

農家の分化・分解状況一 その2,非 オペ農家一

第 1図 農家の分化・分解状況

1 農家の分化。分解状況一 その1,オペ農家‐――

200           400           600万 円

農家の分化・分解状況 ― その 3,平均―

第 5表 オペ農家の概要
(a,時間)

オペレー

ターの農

外就業

90日

30日

90日

通年兼業

通年兼業
(自 営 )

200日

注 :作目の動きは,▲廃作・縮小された作日,◎拡大作目で所得が米麦

作をしの ぐと推定される作日,○それ以外の作日,で示 した。1965

年 と1976年を比較したものである。

ることは,オ ペ農家が機械化組合による米麦生産

を媒介としてみずからの経営をどのように組立て

てきたかという点の解明にほか な らな い。それ

は,一定地域内における農民分解の方向性を把握

する作業でもある。

結論的に述べよう。まず,オ ペ農家・非オペ農

家,それぞれの平均値の動きを示した 3つからな

る第 1図を見ていただきたい。本節末尾に補足す

るように粗い推定値を基礎にしてはいるが, この

図から,女屋集落の農家が辿ってきた分化・分解

方向を端的に把握することができる。オペ農家の

動きに注目すれば,10年間に,過半が右下方へと

移動している。すなわち,機械化組合においては

米麦生産の実質的な担い手として機能 しているオ

ペ集団をその経営からみれば,過半が経営内にお

ける米麦作の比重を低下させつつ農業所得の増大

を実現してきたのである。最初に述べたように主

幹部門の拡大が進んだのであり,そ の結果,分配

の不合理の程度は,経営の利害関心で測るならば

相対的に軽減されていると考えることができる。

さらに, もし機械化組合の展開なくして主幹部門

の拡大が不可能であったとすれば (事実,つ ぎに整

理するような諸要素なくして女屋農業の今日の姿はな

100%

100%

番

　

　

号

/米麦所得ヽ
頂ヽ覇F不「フ

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

■

１２

/米麦所得ヽ
(ヽ1:言 :雪層テ;「 17:『

;ノ

100%

200 400 600万 円

注 :(1)所得は,両時点とも1976年 各作目「生産費調査結果」の生産物

価格と所得率を用いて推定 した。ただし1976年 の米麦所得は機械

化組合の財務方式に従 った。

(2}オ ペ農家の番号は,第 5表の番号に対応する。ただし,所得推

定のできなかった 8番農家を除外 した。

①分配関係のうえで,高い「地代的所得」は相

対的に所有水田面積の大きい土地所有者としての

オペ農家に,有利に働 く面をもつこと。

②組織再編にともなって,現在の高い労働生産

性・収益性を支える要素である水日の面的 。一元

的掌握が困難となる可能性のあること。

の 2点を挙げておきたい。ただし,第 1の点に関

して言えば,第 5表に示 したようなオペ農家間の

差異によって利害関心にも違いがあるであろうこ

とは,すでに指摘したとおりである3)。

さて,他作日との関係にかかわる側面を分析す

(農業所得)

＼

1965年  1976年

作目の動き経営耕

地面積

所有水

田面積

出役時間

(1976
年秋) 肉牛 その他

２８

２２

１９

１９

１９

１６

１５

１４

１３

１０

１０

８

150

60

115

90

140

70

74

86

77

80

65

″

２９

口

６０

８７

９３

１３

６４

６０

３５

３７

６９

％

▲

○

○

◎

○

○

◎

〇

〇

▲

〇

〇

▲

　

○

◎

▲
　
○
　
▲
　
◎

○
　
▲

◎

　

◎

◎
　
▲
　
○

▲

菜
　
　
　
　
　
　
　
設
菜

梨

　

　

　

　

野
　
　
　

　
　
　

加
野

○

　

　

　

　

○
　
　

　
　

　
　

◎

オ ペ 農 家 ― 一―一

非オペ農家 ― ―一一

全 農 家 一 一一
1965年  1976年

(農業所得 )

|~

＼
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かったと言ってよい), 分配の不合理は図の上で右  えば酪農家は,オペ集団として集落の水田所有者

下方へ向かう経営再編の実現とその維持のための  に高い借地料を支払っているが, これを酪農経営

コストとして合理的な意味をもちはじめるのであ  として捉え返すならば,②のような直接的な機能

る。                      から⑤のような間接的な機能まで酪農にとっての

そこで,機械化組合の展開が米麦作以外の作ロ  メリットを生みだす耕種農業を面的に維持し,そ

の規模拡大に寄与した機能を整理しておこう。   れとの結合関係を確保するためのコストであり,

①米麦生産の省力化・作業期間の短縮。これは  そのコス トは酪農の規模拡大が実現されたことに

あらゆる作目にプラスの影響を与えた。また,地  よって償われていると考えることもできるのであ

域に特徴的なこととして, 春作業の早期化 (田植  る。農家自身の考えとそれほど懸け離れた想定で

機導入)が夏蚕飼育→晩々秋蚕飼育というかた ち  はないであろう。

で,養蚕の多回育に道を開いた点も見逃せない。   以上,こ の節では矛盾の緩和解消の構造を,主

②ベーラーによるフラ梱包作業が組織的に行ゎ  として経営内容の分化という視点から分析してき

れることで酪農家と無畜農家のあいだに成立した  た。他の諸関係を視野に入れたとき,機械化組合

ワラ・厩肥交換.酪農家に と って は,粗飼料確  が分配の不合理を引き金として受託組織化あるい

保・糞尿処理の両面で不可欠である。       は解体へと進むであろうという展開予測は,い さ

③ トラクターを中心とする機械の飼料作等への  さか性急に過ぎると言うことができる。

利用。                       しかし,矛盾は消え去ったわけではない。否,

④農家の分化・分解の進展に併行して,桑園 。 今後,む しろより先鋭なかたちをとって問題化す

飼料畑を中心に農地の貸借関係が展開し始めた。  るのではないかと思われる。なぜならば,さ きの

集落農業の全体像を掌握できる位置にオペ集団が  図を一見して明らかなように,オ ペ農家のすべて

到達した結果 (集落の養蚕組合・酪農組合の役員のほ  が機械化組合の上向農家支持機能をみずからの経

とんどがオペ集団のメンバーでもある),彼 らが貸借  営にメリットとして取り込んでいるわけではない

の仲介を行うケースもでてきた。         のである。 3・ 5。 9・ 11・ 12番農家,なかでも

最後に,よ り基本的な機能としてつぎの点を挙  オペ農家の うちで は所有水田面積の小さい 9・

げてぉきたぃ。                 11・ 12番農家については,分配の不合理が緩和さ

⑤地域空間の利用をめぐる農業生産と他の用途  れることなく集中する位置にあると言ってよい。

の厳しい競合関係のなかにある立地条件 の もと   ここであらためて分配関係のあり方,機械化組

で,機械化組合が水田をはじめとして集落の農業  合の再編方向が問い直されることになる。すなわ

生産基盤の有効利用を維持すること自体が,農家  ち,やや長期的にみれば,機械化組合したがって

の農業的発展を支えているのである。とくに,畜  米麦生産主体の再編の鍵は,オ ペ集団のなかでも

産の立地にと って この こ とは決定的と も言え  図の上で停滞している部分の動きにある。そして

る6)。                      彼らが右上方に向かうための必要条件として,依

このようないわば機械化組合の上向農家支持機  然として,分配関係の見直しがある。そこで,次

能を,米麦生産における分配関係と比較しうるか  節では,第 3節 とは異なった角度から再び分配関

たちで評価することはむずかしい。しか しなが  係を検討することにしよう。

ら,米麦生産にかぎってみるならば分配の不合理   〔補足〕

は歴然としているにもかかわらず,機械化組合が    本節で用いた第 1図について,方法および分析的意

一種の均衡状態を保って運営されて きた背後で  味のふたつの観点から,簡単な補足を行っておく。

は,上述した諸機能に対する農家自身の経営的観   ①ここでは,共通作目である米麦を一方に,それ以

点からする評価が行われてきたとみてよい。たと   外の作目を一括して他方にとり,価格タームの経営成
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果を尺度として農家の分化分解状況の把握を試みた。

②所得の推定に両年次とも1976年産の各作目生産費

調査結果より得た所得率を用いたが,と きとして致命

的となる可能性のある問題点が残る。第 1に ,デ フレ

ートを簡便化したのはよいとしても,所得率に影響を

与えるような技術構造の変化がなかったとするのは現

実的ではないであろう。第 2に ,価格の年次変動を掛

酌すべきであろう。第 3に ,階層性を考慮することに

よって現実をより正確に反映することが期待できる。

もちろん個々の農家の所得を知ることができれば,そ

れがベストである。

③同じような方法で,経営耕地面積を尺度とするこ

とも可能であろう。ただし分析的意味は異なるであろ

うし,一般に,分解論的現状認識の尺度として,土地

ないしは生産手段の保有・利用水準をとるか経営成果

をとるか (こ れが分解論の尺度たりうるかという議論

もあろうが)あ るいは他の指標をとるかによって,農

家の位置関係は同一ではないであろう。その隔たりの

タイプは,分析対象地域の農業生産構造の一面を反映

していると考えられる。

5.労 働報酬 。経営者報酬・地代

ここでは,機械化組合において,オ ペ集団から

経営受託組織が析出されるとの展望にたって,分
配問題を受委託両者間の分配問題として検討する

ことにしたい。まずその前提として,第 6表によ

って,機械化組合の米麦生産の労働生産性・収益

性を地域の平均値と比較しておこう。

表中,機械化組合④と非オペ農家の平均所有水

田面積45.5aに ほぼ対応する地域平均①の④を較

べてみると,所得で3.1万円,剰余で9.2万円とい

うきわだった差がある。剰余の差の源泉には,つ
ぎの内容が含まれている。

④投下労働時間の差

○麦の収量差

⑥償却費,見方をかえれば補助金

このうち,みかけの収益性向上要因で あ り,

「地代的所得」に組みこまれて農家の短期的な所

得増加要因となっているのが○である。そこで機

械化組合が償却資金の留保を行うものとし, さら

第 6表 労働生産性・収益性比較
(ko,時 間,万円/10a)

関東 。東山 (販売農家)

機械化組合

③300a～
6)

r米 (1)

収量 く
t麦 (2}

粗 収 入 (3)

労働時間(4)

所  得(8}

剰  余 (9)

480   480

410   410

費用合計(5)

r労働費(6}

そ`の他(7)

8.3 9.4

rz.8  r2.8

5ヽ,5 t6.6

20.0 20.0

39.8 39.8

14.5 13.4

11.7 10.6

注 :1)1976年 産「米麦生産費調査結果」および機械化組合資料より作

成。機械化組合の(4)17),し たがって同(6)に も,すでに述べたよう

に,実際よりも大きいと考え られる推定値が含まれている。

2)関 東・東山のビール麦に関す る数値は,全販売農家平均。

3)粗 収入は,乾燥調製費等差 し引き前。関東・東 山については麦

作奨励金生産量加算部分,機械化組合については,さ らに計画加

算部分を加えた。

4)労 働費は,すべて700円 /時間で評価しなおした。

5)関 東・東山の0は,いずれ も収量を機械化組合の水準にあわせ

たもの,機械化組合の0は減価償却費の留保をみ こんだときの数

値。

6)(8)― (3}― (7},(9)=(3)― (5)

に,実際にはオペ集団の生産活動に負うところも

あると判断されるOの収量差もないもの とすれ

ば,残る剰余の差は機械化組合⑤と①の⑤の剰余

の差6.2万 円である7)。 この剰余の差6.2万 円は,

機械化組合による労働時間短縮と,それが固定資

本の大幅な増投をともなうことなく実現されたこ

とにもとづく差にほかならない。

ところで現在の財務運営方式のもとで構成員の

受け取る所得は,そ の帰属関係からつぎのように

整理できる。

④作業労働に対する報酬

○経営者・管理者としての労働に対する報酬

⑥経営者報酬

○固定資本への出資に対する報酬

⑥土地所有に対する報酬(以下では地代と呼ぶ)

農業生産組織で「オペレーター報酬」という場

合④と○,「経営者報酬」という場合○と⑥とO

①30a～ 50a
(a) 6)

②50a～100a
0 0
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がしばしば混同されて用いられるが,こ こでは④  組合による米麦生産がきわめて高い労働生産性・

を固場労働,Oを計画立案・経理作業などの労働  収益性を実現したがゆえに,分析上不可欠の位置

に対する報酬,そ して⑤の経営者報酬は利潤に相  をしめることになったからである。

当する報酬と,意味を限定しておく。        以上の議論からただちに分配かくあるべし,か

さて,オ ペ集団 (オ ペ農家)・ 非オペ農家それ  くなるべしとの結論はでてこない。視野に入れる

ぞれの所得は,上記整理にしたがえば,      べき問題に,委託者側の条件等が残されている。

fオ ペ農家  ④+○ +⑥ +○+⑥       もちろん女屋機械化組合が受託組織へと展開する

t非 オペ農家   ○+⑤十○+⑥       との確証もない。 しかし, ここで経営者報酬と

となる。                    地代の分配決定について筆者の考えを述べること

オペ集団は,料金・労賃システムのうえでは,  も無駄ではないであろう。これをもって本稿のむ

機械化組合に対 していわば被雇用者た る にす ぎ  すびにかえることにする。

ず,出役時間に応じて支払われる賃金以外のすべ   結論を提示しよう。地代のベースは,土地所有

てが土地所有 (者)に対 して分配されているので  者がみずから耕作 した場合に実現できると期待さ

あった。そのかぎりでは「労賃と『地代的所得』  れる剰余。したがって,「特別利潤」に相当する

の対抗関係」が問題となっていると言ってよい。  部分は,基本的に,受託組織に分配されるべきで

しかし,こ れを経営受委託関係の視点からみるな  ある。ただし,労働時間短縮のひとつの要因であ

らば,問題の焦点がいわゆる「労賃と地代の対抗  る水田の集団的利用を維持するためには,「特別

関係」にあるとは言えないのである。       利潤」部分から地代への加算を考慮すべきかもし

経営受委託関係を前提にすれば,ま ず○は受託  れない。機械作業の効率的遂行という観点からみ

組織内部で費用化される性格のものとして,分配  て,分散錯圃を克服するための費用と言 って よ

問題の考察では捨象できる。さらに④と○につい  いo

ても受託組織の財務運営のなかでは,費用として   理由は,以下の 2点に集約される。

受委託両者間の分配関係から独立 して確定される   ①所有水田面積の小さい農家から米麦生産主体

性格のものである。もちろん,賃金単価の変更ゃ  が登場する可能性がひろげられる9)。

Oの計上によって変化しうるこの労働費の大きさ   ②「特別利潤」の主たる源泉は生産担い手の綿

は,分配関係を実質的に規制する要因のひとつで  密な計画と熟練 した作業にあ り,さ らな る能率

ある。しか しなが ら,第 3節第 4表の試算結果  化・収量増加等への推進力は,そ の果実が生産担

は,事例の場合,労働費部分を熟練を要する労働  い手の手に帰することによって与 え られ る。逆

に対する賃金と均衡する水準に引き上げたとして  に,「特別利潤」部分をのみこむ地代水準が固定

も,なお,残る〇経営者報酬と③土地所有に対す  化されるならば,生産物価格の推移如何によって

る報酬の決定が,受委託両者間の分配関係を左右  は,高い労働生産性 。「収益性」 |こ もかかわらず,

する要因としては,よ り大きな比重をもちっづけ  受託組織の維持が困難になることもありうる。高

ることを示しているのである8)。          い競争力は高い生産力に対応すべきであろう。

したがって, ここでの分配関係を考えるうえで
,士

は,賃金・労働報酬の問題と
なそ

んで, あるいは
   3 日植機を個別に所有する農家が6戸あり,形式

それ以上に,「経営者報酬と地代の対抗関係」 .こ     上「田植組合」なる別組織がたてられているが,

注意が払われなければならない。そして,問題の    以下,機械化組合に一本化して議論を進める。

焦点は機械化組合の米麦生産が生みだした,い わ   2)1976年には,412kg/10aで あったビール麦収量

ば「特別利潤」の帰属・分配問題にある。「経営    は,さ らに1977年528kg/10a,1978年 498kg/10a

者報酬と地代の対抗関係」という視点は,機械化    と伸びた。



“
3)以下,平均値で議論がなされるが,水田面積・

出役時間等により,同 じくオペ農家とは言っても

利害関心は同一ではないであろう。この点は,よ

り拡大された観点から第 4節以下で検討される。

4)″OSO+″ lSlは全水田面積, これを ″。で除した

ものは,オ ペレーター 1人あたりの担当面積とな

り,賃金単価と出役時間を乗じた第 2項は,労賃

所得をあらわしている。非オペ農家も同様。

5)機械化組合は「水田利用再編対策」に集団転作

で対応することを契機に1978年 より表作に「部分

的プール計算」とでも言うべき方式を導入した。

たしかに,従来の分配方式に一定の変更を加える

ものではあるが,基本的には,転作地を所有する

構成員と他の構成員とのあいだに起こりうる分配

の不公平を回避することを目的とした もので あ

り,料金 '労賃システム自体は維持されている。

6)非農家の猛烈な反対運動との長期間の対立を経

て建設された養豚団地は,象徴的である。女屋町

の農家戸数は,いまや全戸数の1/3に過ぎない。

7)こ こでは残存価額ゼロ,償却期間=借入資金償

還期間とみなして,つ ぎのような粗い見積りを行

った。

借入資金償還金+減価償却費=借入資金償還金

×3

「 3」 の根拠は,補助残率 (1-0.6)× 資金融資

率(0.8)■ ÷である。
8)1976年度「農村物価賃金統計」によれば,農業

雇用労働賃金(男)は 4,209円 ,ま た大工6,483円 ,

左官 6,330円 (いずれも8時間あたり, 群馬県)

であり,オペレーター賃金単価750円 は,時間あ

たりの賃金単価として単純に比較するか ぎ りで

は,必ずしも低いとは言えない。

9)も ちろん現在のオペ農家に限定されることはな

い 。
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