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日本農業構造の課題〔序説〕 (2)

保  志

4.土地所有形態の再構成について

前項で述べた技術革命を担う土地所有形態に関

して議論しておきたい。まず私の基本的な考え方

は次の様である。小生産の解体の必然の下におい

て,18世紀末～19世紀初頭の資本主義勃興期にお

いては,技術革命を担ったのは独立自営農民層の

両極分解のなかから生まれた資本家的借地農業経

営者であった。この下に,私的所有下の賃労働者

の社会的経営が形成され,地代は超過利潤の転化

形態となり近代的土地所有形態が創出された。か

くて,資本制地代,平均利潤,労賃の三分制が実

現された。これが古典的農業革命であり,資本家

的借地農業経営者を担い手としての産業としての

農業が形成されたのである。今日の歴史的な段階

においては, もはや資本家的借地農業経営者を担

い手とする農業革命の展望はないと考えている。

農工不均等発展と農業恐慌の進展がその理由であ

る。

したがって今日の段階では,農民的農業革命が

展望されるべきだとした。それは既にふれたエン

ゲルスの云う「力ずくではなく,実例とそのため

の社会的援助の提供とによって小農の私的経営と

私的所有とを協同組合的なものに 移 しか える」

(『 フランス及びドイツの農業問題』)と い う コース

で,農民経営相互間の社会的結合,集団化の過程

を経て,社会的経営を樹立させ技術革命を達成す

るのである。土地所有形態から云うならば,私的

所有基盤での近代的土地所有へ向う展 開 で はな

く,私的所有を止揚する全人民的所有への展開で

ある。農民的土地所有から全農民的土地所有を経

l陶

て全人民的土地所有へと展開する私的土地所有止

揚のコースは,範疇として「土地国有化」と設定

されよう。

「土地国有化」というと,ロ シア革命における

ごとく,土地を一挙に国家の所有に転化してしま

うことを想起 しがちであるが,それは,すでに半

封建的土地所有が解体し,広汎に零細私的土地所

有が形成されている段階において現実性のないこ

とである。ロシヤ革命におけるごとき政策を「土

地国有」というならば,それとは異なって,集団

的所有を媒介とするコースであり「土地国有化」

と規定される。この範疇設定をめぐって議論のあ

るところで,な によりも,現状において土地執着

欲求の強い農民から反発されるというので,土地

私有批判や,国有という言葉を使うこと自体,タ

ブー視する傾向が強い。

しかし,学問的次元から云うならば,半封建的

土地所有解体後に形成された,零細私的土地所有

が栓格と化 し,解体しつつある現段階において,

次に来るべき土地所有形態を明確に打ち出さなく

ては,問題解決の見通しが得 られない こ と に な

る。そして私有止揚後にくる形態の定型は,全人

民的土地所有であるのだが,一定の国家管理が行

われるのであり,無政府的に,土地所有が放置さ

れるわけではない。 (も っとも,さ らに先には,全人

類的所有=世界政府管理が論理的には考えられるが)

こうした点については,幾つかの論文でかなり展

開したと思うのでここではこれ以上ふれない1)。

さて,以上の考え方を承認したとしても残る間

題はそこに到る過程の問題であろう。この点で拙

論に対 し,具体性がないとして批判される。山田
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盛太郎氏はそれを「農民的土地所有→全農民的土

地所有→全人民的土地所有という発展系列におい

て,土地私有=地代を止揚する」というふうに定

式化された。この発展系列の第 2項以下は,一定

の所有関係の変革のある段階として理論的,実際

的に明確である。問題なのは,第一項の≪農民的

土地所有≫である。この内容に関し山田盛太郎氏

は≪農民の,農民による,農民のための≫土地所

有と説明した。この合意は,農地改革後の零細私

的土地所有が,冷戦ボナパルチズム的所有で,農

民を農業生産所得で自立せしめる基盤を与えたも

のとはいえない,即ち農民的土地所有とはいえな

いという認識から発するものであろう。では, こ

の農民的土地所有は農民的分割地所有範疇の意味

と解すべきであろうか。私は2つの理由からそう

は思わないのである。第 1には,土地所有の世界

史な発展類型の上から,わが国の零細農耕を基体

とする土地所有は,≪古代的≫分割地所有→≪近

代的≫分割地所有と私有開華の上に展開する西欧

型と異質な展開系列を辿るものと考えるからであ

る2)。 第 2に は,世界史発展段階の上から,古典

的分割地所有を措定することの無意義性である。

私は前著で次の様に述べた。「……ここにあげら

れる農民的土地所有は,古典的な農民的分割地所

有範疇それ自体とも若千異なった性格を持つとこ

ろの,全人民的土地所有への第一歩としての意義

をもつ農民的土地所有である。このような性格の

土地所有においてのみ,今日の段階においては小

所有は農業生産力発展の必要な経過点としての意

義を発揮しえるであろう。」「その経済的内実にか

んしていえば,形式としてはなお私的所有であり

乍ら,内容には社会的契機がはい りこむ であろ

う。そしてこの私的なものと社会的なものとの矛

盾は,全人民的土地所有への第一歩としての農民

的土地所有に特有の運動形態をもつことになるで

あろう。こうした農民的土地所有の萌芽はすでに

農地改革過程にみられる。」「そしていま一つ,こ

の農民的土地所有を支える条件として,農民的人

民的主体性の保証が重要な要因となるであろう。

そしてまた農民的土地所有は,農業生産から疎外

されつつある半プロレタリア中・下 層 農 に とっ

て,農業生産の樹立,その上に経営と生活を築き

あげるべき農民的エネルギーの当面における集中

的表現としての意義をもつであろう」
3)。

以上の叙述においても,具体的イメージとなる

となお明確とはいえない。前著ではなお理論的な

把握に止まっていたといえよう。その後,1978年

度の土地制度史学会秋季学術大会において,農民

的土地所有の当面の具体的運動形態として≪農民

的集団的土地管理>を提起した4)。 その内容の要

点としたところは,前著で指摘した,私的なもの

と社会的なもの,個別的なものと社会的なもの,

その二元的矛盾の現段階的運動形態といってよい

であろう。この点は,かつて発生史的に,本源的

所有→農業共同体→第二次的生産様式と展開した

ことの,労働手段の社会的性格に立脚しての逆行

的高次展開と解されよう。

既に前著において,私的所有制などの制的条件

から,現段階において共同化が解体傾向をもつ必

然性を指摘すると同時に,半面「すでに今日,家

族協業体が解体している現段階において,農村に

は協業経営を はじめとして 様々の形態, 段階の

生産集団組織が存する。これは現社会体制の下に

おいては,私的所有,お よそ私的なものの優位の

下にあるので安定した発展形態をとることはむづ

かしく, しかもなお,その生産力的必然性がある

ので,で きてはこわれ,ま た新しい形態が生まれ

るという動揺性の中にあり,し かも一般的には資

本主導下に編成されることになる。このような生

産集団組織の経験が生かされつつ,農民とくに下

層農主導下にこれらの生産集団組織は再編されね

ばならないだろう。」
5)と 述べたのであったが,こ

れに対 し豊田隆氏より「われわれが再構成論の課

題を考えるときに,長期的展望とともにこのよう

な生産集団組織の経験が,一般的には農家の相互

補完関係が,日本では歴史的にどの よ う に展開

し,その中で土地所有が如何に処理されてきたか

という具体的分析が必要である よ う に思える。」

「地代の止揚局面に有する生産組織 の意 義 と限

界」
6)を

検討する必要があるとの指摘があった。
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この豊田氏の提言は適切であって,その後豊田  してゆくという考え方である。そしてそれは同時

氏自身が生産組織の具体的展開を分析した論文を  に,下層農民が兼業農民であるゆえに,農村にお

書いておられる7)。 そこでの検討の要点として生  ける労農提携の一つの場ともなりうるのではない

産組織のなかにはそこへの機械導入を促進し労働  かと思う。

力の過剰化を促進するという資本の論理の側面と

専業農家と兼業農家が相互扶助的に農業を捨てな  注

いでやってゆく条件形成との二側面があったこと    1)就 中,地代論の理解について,拙著『戦後日本

を指摘されている。ただ主婦まで兼業に出るに及    資本主義と農業危機の構造』第二篇,第一章。

んで後者の条件もくづれるのであるが。この点を     「地代論と農法論」農法研究会編『農法展開の論

影島糧署18言:3itttEちこ!見等F言言   21:[][REI:::E1211おけ過程」
が河相一成氏である8)。 こうした視点からの検討   3)前 掲拙著,226～227頁。
を深めることは私にとって もこんごの研究課題で   4)拙 稿「農業=土地問題の現段階と展望」,土地
まiスのつo                           制度史学会編『資本と土地所有』御茶の水書房,

この生産,集団組織のなかで,大きな問題は専    1979年。

業農家と兼業農家との矛盾である。≪農民的集団   5)前 掲拙著,228頁。

的土地管理>はその矛盾の「下からの」調整体で   6)豊 田隆「書評」『農業総合研究』30巻 2号,228

もある。そのばあい,中核的担い手という問題が    頁。

あるが,そのへんは次項でとりあげることとし,    7)豊 田隆「集団栽培からミニライスセンター組合

ここではその矛盾の存在形態について指摘してぉ    ヘ
ー 40年代の稲作生産組織」『豊原村一 人と

くに止めたい。一定の生産集団組織を形成した場    土地の歴史』農業総合研究所,1978年。

合,生産過程の基幹労働部分において,専業農家   8)河 相一成「装置化・システム化経営―構造と性

の負担は大きい。しかるに,近年,深化した農村    格」吉田寛一編『農業経営講座』二巻,地球社,

労働市場の形成といわれる状況にあって,若年層    
工J`0す°

は相対的に安定した雇傭先を獲得している。専業

農家にとっては,労働負担を大きくして い るの   5.担 い手論をめぐって

に,所得的には,毎月々々給与の得られている兼   担い手という概念は,ややあいまいに使われて

業農家を助けるということが不満になる。専業農  いるので,こ こで少し整理しておくこ と と した

家は作業受託ではなく利用権譲渡を要求する。し  ぃ。私自身の使い方を自ら反省しても三通りぐら

かし,中・下層農が,全面的に土地利用を手離す  いの使い方をしているようである。第 1に ,生産

であろうか。彼等の兼業先も一見安定的であるよ  の担い手というばあい,現実の日本農業の商品生

うにみえて,経済的不況下,人員整理・合理化の  産を担っている階層を云う。このいみでは,日 本

調節の場にされているし,老後ということもある。  農業が崩壊しつくさない限り,担い手 は存在 す

又,今 日の水田農作業は,少々の手 助 けがあれ  る。第二に産業としての日本農業の担い手,農業

ば,日 曜日と有給体暇日の利用でやりうるのであ  生産の積極的担い手というばあい,日 本農業の自

る。中下層農を切捨てる形では,全体としての日  給率向上を達成しうる農法と,農民的蓄積条件を

本の農業生産をますますせばめ,農民的抵抗力も  備えた階層を云う。前号で検討したとおり,小企

弱体化せしめるであろう。≪農民的集団的土地管  業農借地農業論も,零細農耕自立論も,と もに非

理>は,局地的土地利用圏のなかで,農民間の土  現実的であって,現在の農民諸階層の経済的性格

地利用を調整し,そ こでの農業と農民生活を擁護  は,何れもそのまま産業としての日本農業の積極



的担い手と評価しえない と思 う。そこで,第二

に,変革の担い手という概念を設定せざるを得な

くなる1)。 日本農業を危機におとし入れている外

枠としての経済構造の変革と,日本農業の構造変

革=農民的農業革命の両方を遂行するのは如何な

る階級階層であろうか。もちろん,こ の議論の場

合,農民と共に労働者階級を併せて問題にせざる

をえないのであるが,ま ず農民内部に眼を向ける

ならば,農民層分解論や階級構成論はこの問題を

解 くことを課題にするといえよう。

階級構成論では,私は前著で二重規定を行った

のであったが,それが批判されているので,そ こ

から論点を詰めてゆきたい。前者で,1970年セン

サスを分析して次のように述べた。「まず,基本

的特徴としていいうることは,東北,近畿など都

府県においてはほとんどの農民が被傭兼業農民化

しており,一部上層農をのぞき第一次規定として

は≪半プロレタリア≫と措定し,零細私的土地所

有の半プロレタリア的土地所有への転化を指摘せ

ねばならず,第二次規定として土地所有・経営規

模序列,プロレタリア化の深度序列,農村内部に

おける政治的支配,被支配の関係等で階層規定を

行い,労農同盟の中での位置づけに資せねばなら

ない。二重規定をせざるをえなくなった点に70年

段階の階級構成規定の基本的特徴がある。」2)

この二重規定に対し,上原信博氏から批判をう

けた。第 1に「大多数の農民を第一次的には半プ

ロと規定し,殆んど全階層的に崩落しつつある農

民層の何れも『農業生産の積極的担い手』 (拙著

221頁)と は評価しえぬとしながら,一方,将来

の土地問題解決=根本的な農業再構成の展望に立

つとき,半プロ中・下層農がそのエネルギーの主

体層になるとしている。この乖離は,半プロの半

を土地所有者または農業経営者であると規定しつ

つも,同氏が実質的にはこれら半プロ層に農業生

産者の側面を認めないということに由来している

のではないか」このような考え方になっていくに

ついては,半プロレタリアを第 1次規定とする農

民階級構成把握そのものに問題ありとされるので

ある。

第 2に ,上下の分解の存在を認めるべきだとい

うこと,曰 く,「一部中上層農家を中心に上向エ

ネルギーが展開しても,大多数農民の広汎な落層

化の急進によって,その足下がたえず崩されてい

くために,その発現が弱められ,結局それは,次

階梯への発展を指向するほどの農業生産力基盤た

りえず,定着化も困難であるということであり,

かかる点からして,現段階でも上下への分解は微

弱ながら指向されているとみるべきではないか」

「 このことは,さ きの『農業解体』とは矛盾しな

いであろう。何故ならば『農業解体』とは小農民

経営としての自立的基礎が崩されつつある事態を

さすが, これを復元する力が農業内的に奪われて

しまったことまで意味しないと思われるからであ

る。」
3)

第 1の批判点については,ま ず担い手という概

念の不明確さからくるであろう。今回整理したご

とく, ``産業としての農業の担い手"と 変革の担

い手をわけることによって,こ の点についての混

乱からは免かれうるであろう。なおこの半プロ層

における農業経営者的側面とプロレタリアー トと

してのエネルギーの評価,それと農業問題とのか

かわりあいという問題が存するがこの点をこまか

く議論するには,一口に半プロレタリア層といっ

てもその内部に又階層差があり,別の機会の論議

に委ねざるをえない。ただ,私は半プロ層が農地

改革においての解放で疎外され た階層 (本来土地

再分配が必要であった)とみており,土地問題解決

へのエネルギーを伏在させていると考えている。

農業問題の解決は自らの解放にとって必至の課題

である。下層にとって短期的に農業生産からの遊

離,資産所有者化傾向が強 く出 て も,長期的に

“変革の担い手"の一翼たりうることを否定する

ことにはならない。

なお,二重規定に対する批判それ自体について

云えば,私にとっては,客観的事態がそうなって

いると認識したということであって,なんらかの

意図的結論が別にあって,それに結びつけるため

にそういう分析を持ち込ん だ とい うことではな

い。二重規定をせざるをえない現実を前にして,
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私自身強く意識せざるを得なかったことは,中農  農民自身がもつ,農業生産を高めようとするエネ

範疇の崩壊であった,私は前著で次の様に指摘し  ルギーを過少評価するものではないが,私にとっ

た。「戦後の日本農業については,小農範疇は (工  てはそのエネルギーの作用し,規定されざるを得
ンゲルス規定雇いもせず,雇われもせず……)適用出  ないメカニズムが問題であった。農業生産力を真

来ず,中農範疇 (雇いもするが雇われもする,そ のバ  に解放するためには,その枠組=メ カニズムを変

ランスのとれている……)を適用せねばならない。  革していかざるをえない。ただ,やゃ認識不十分

この中農範疇は,60年には適用することが可能で  であったのは,た とえ「上から」「外から」の展

あったが,70年になるともはや雇備,被雇備のバ  開であろうとも,実態としての生産力は,農民的

ランスのとれた中間層は個別的に存在しても階層  にとりこみうる側面を有しており,農民はそれな

としての存在は認めがたくなった。そういう中農  りにとり込んでおり,それが再構成を考えるばあ

規定を適用することはできなくなったと判断せざ  いにも重要な意義=条件となるものであることで

るをえない」
4)。 このことを強く意識したが ゅ ぇ  あろう。

に,担い手論も,“農業生産の担い手"論から“変   さて変革の担い手として,私はかつて兼業農家

革の担い手''論へと中心を移行すべきことを,つ  について次の様に述べた。「総じて,兼業農家を,

まり農地改革で設定された零細私的土地所有=零  即自的に (現存在あるがままを)農業生産の積極的

細農耕の枠組の単なる延長線上ではなく,それを  担い手と評価することは無理である。ここでも亦,

乗 りこえる体制への展望において,問題を提起し  農業生産を真に担うに足る農業生産力とはいかな

ていかねばならないことを自覚したということで  るものであるのかが検討されねばならぬ。現行の

ある。上原氏の指摘されるような,半プロ層の農  機械化の (積極的)担い手を以て,農業生産の担い

業生産者としての側面を認める,認めないという  手とすることは出来ないこと再三論じたところで

次元とは異った次元,よ り抽象的次元で考えてい  ある。地力補強のメカニズムを持ち,稲作が畑作

たのであった。                 畜産と結合した多角的組織を持つ経営体の担い手

次に上原氏の第二の批判点は,私が農業内的分  は,と うてい片手間でやれるものではない。長期

解要因を認めていないとされるのである。この批  展望としては兼業経済的農業構造の止揚なしに,

判の意味合いは,農民経営における上向展開への  真の日本農業生産力を樹立しうるものではない。

エネルギーをもっと評価すべきだとぃぅことでぁ   ただ問題を,即 自対自的に (体制転換の展望と組

ろう。私が生産力の問題について前著で考えたの  み合せて)考察するならば,半プロレタリア中。下

は,戦後農業生産力の持っている客観的意義,そ  層農に基本的な期待がかけられよう。つまり,農
の作用の機構=メ カニズムについてであった。そ  外資本に対する抗抵,プ ロレタリア的要素が労農

こで云いたかったことは,機械化と化 学 物 資 多  同盟の媒介環ともなり土地問題解決のエネルギー

投,その他の労働節約技術が,基本的に農外資本  を持ち得ること,その意味で,将来の社会的経営

のための生産力に転化していることであった。つ  樹立の中核たりうることである。」
5)

まり,農外資本のために農業労働力を過剰化する   ここで,兼業農家の現存在そのものの担い手と

という機能が優先しているということである。勿  しての意義について批判的云い方をしたのは,兼
論,そ ういう労働節約技術は,農民にとっても,  業従事形態をそのまま合理化する議論を批判した

零細農耕の伝統的苦汗労働からの解放要求と合致  のである。それをそのまま 肯 定 してしまうので

し,それを積極的に受入れたのであったが,それ  は,「安定兼業農家は,農業所得と兼業所得の合

を無条件にそのまま受入れ謳歌する路線上には,  計で採算を考えればよく,農産物は半 端 な 労 働

むしろ農業解体が待ちうけていた。決して古典的  力の労賃 を 基 準 に,低農産物価格としてあらわ

上向展開に結びついていかなかったと思われる。  れ,低賃銀と低農産物価格との悪循環関係が生れ
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る。」
6)

変革のエネルギーという側面についていうなら

ば,農業問題解決の展望は,基本的に戦後国民経

済の再生産構造転換と結びついているので,プ ロ

レタリアー トの指導性と結合することなしには,

十分でない。農業問題の側の 戦 後 の議論をみる

と,と か く,農業問題を農民の問題としてのみと

らえて,そ の枠内で解決を考える傾向が強 く,し

たがって又,農業協同組合にも過大な期待がかけ

られることになる。むしろより幅の広い視野での

検討を必要とするのではないか。ただ,そのため

には農民層分解論を発展させて,労働者階級の階

層構成と結びつけた階級構成 。地帯構成論の展開

が要求されるのであろう。こんどの課題である。

注

1)こ の概念は拙稿「土地所有と農業生産力構造」

島崎稔編『現代日本の都市 と農村』大月書店,

1978年刊で問題提起した。

2)前掲拙著,197頁 。

3)上原信博「書評」『土地制度史学』70号 ,73～

74頁。

4)拙著『戦後日本資本主義と農業危機 の構 造』

(前掲)204頁 。

5)同上書,221頁 。

6)同上書,220頁。

6.価 値範疇,労賃範疇の確立について

ここで,花田仁伍氏より,農業解体の根拠にか

んして受けた批判について答ぇておきたい1)。 花

田氏の批判の第 1は ,私が農業における機械化な

ど労働節約技術の発展が,年間就業日数を減少さ

せ,一日当り農業生産所得が上昇しても年間農業

所得を自立的に獲得することを困難ならしめ,そ

れが農家経済の解体,兼業化を促進させている。

それ故,そ ういう解体から脱却するには農業生産

構造を問題にせざるを得ないという議論をしたの

に対する批判である。曰く,「農家経済調査によ

ると都府県一戸当たり平均の『自家農 業 労 働 時

間』は昭和51年度においてもなお, 2,175時 間で

ある。」「 これは農業以外全産業の常備労働者年間

実労働時間 2,102時 間 (『毎月勤労統計調査』サービ

ス業を含む『調査産業計』の平均)を 上廻る。」「年

間就業時間という指標からするならば……,わが

国の農家も自己労働および自家労働の社会的標準

的な正常な (農業)就業規模 以下 にあるわけでな

くそれ以上を,確保しているのであって,その観

点からすれば小農範疇の条件を充たしているとい

える」
2)。 そして, 1日 当た り農業生産所得低位

ということは,即ち農産物の価格水準低位という

ところにあるのであって,零細農耕様式に問題が

あるのではない。「もしも農産物価格水準が引き

上げられ,各種の農産物に対象化される農業労働

の価値実現水準が少なくとも標準的賃金の水準に

までも引上げられるならば,現在の農業経営規模

の上でも生産可能な作物が著増し,それによって

農業労働の投下量は増大 し,こ の側面からも農家

経済の規模を拡大することになり農業所得を二重

に増大させることになろう。小農経済の確立は現

在の小土地所有の基礎の上でも決して絶望的では

ない……」
3)

さて, ここで花田氏の云われる都府県一戸当た

り平均農家は,経営耕地面積 94.0ア ール (内 田面

積 61.2ア ール)である。ところで,1975年のセン

サスにおいて,わが国4,818.8(千 戸)の都府県農

家中,0.3 hα 未満は 1,119.2(千戸)23%,0.3～

0.5hG,865.3(千 戸)18%,0.5～ 0,7hc 692.0(千

戸)14.3%,0.7～ 1.Oho 744.1(千 戸)15.4%。 か

くて,わが国都府県農業においてデ l hc以下の経

営耕地規模の農民は70.7%を 占めるのである。花

田氏の立論からするならば,お よそ l ho以上の経

営耕地規模の農家は自立が可能であろうが,それ

以下の階層はどういうことになるのであろうか。

およそ農産物の価格水準に問題を帰着させると

き出てくる問題は,そ の価格水準において自立可

能な限界経営規模階層如何という問題である。こ

の点において,農産物価格問題は農業構造問題と

結合せざるをえないのである。農産物価格を引上

げるということは,限界規模階層の引上げという

ことになるのだが,それで全農民を自立化させる

ことは,わが国農業において不可能な こ とで あ
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る。零細農耕制とは, l ho以下の農民が 7割 も占  批判し,小農であっても,その正常的形態は,生
めるような生産構造を云うのである。限界経営規  産価格範疇を基礎にして地代の実現も可能となる

模を l hoと おさえるならば,それ以下の農民を切  水準であり,それを純粋に貫徹させれば,農産物

り捨てるということになり,分解促進論に帰着し  価格は価値=価格となるとされる4)。 この点につ

よう。わが国の農業経営基盤がもっと強力であれ  いては,拙稿で反批判したのである5)。 問題は,

ば,価格政策でかなりの効果があがるかもしれな  こうありたい,こ うあるべきだという道徳的判断

い。しかし,ア メリカ,西欧に比して,同 じ小農  の問題ではなく,小農という生産構造が有する競

という概念 を使っても (こ のことに私は疑間を持っ  争条件である。価値法則は,部門間,部門内の資

ており,零細農耕という概念を使うべきだと主張してい  本 (経営)相互の競争を媒介にして貫徹する。花

るのだが…), わが国農業は,全 く基盤が弱いので  田氏のばあい,価値法則がこういう媒介環 =メ カ

あるから,価格水準引上げでは,一 上述の花田  ニズムに対する配慮なしに,い きなり基準として

氏の立論上の政策展開では-3割 農政にしかな  出てくるように思われる。

らないのである。花田氏は当面分解を促進させる   しか し,花田氏のそのようなアプローチには独

べきだと考えておられるようにも受取 れ る の だ  特の魅力がある。価値範疇の基準で経済の全現象

が,拙論においては,集団化を通じて,全零細農  をとらえ分析してゆくということは経済学の基本

民が展望を持つべきだと考える。         である。また矛盾をとらえてゆく出発点であり帰

ここで考えるべき次の問題は,花田氏のように  着点でもある。またそれを超 歴 史 的 に読み替え

,年間労働時間数が,都市労働者と農民とほぼ等  て,労働評価の均等化とするならば, これは一つ

しい,そ こに一日当たり同じ所得を与えればとい  の確乎たる目標であろう。

うように論理展開させてゆく,そ のもっていき方   さて,花田氏はいま一つ,農業解体の根拠とし

である。ここでは,同 じ働らく者という同一性に  ての,巨大独占と零細農耕様式との生産性所得格

おいて論じられることになる。しかし,労働者と  差という問題にふれ,異種部門間の競争では,生
農民とは,その生産に関与する仕方を異にする。  産価格の法則からして,所得格差が成立しないの

農民は自ら経営者であり,土地所有者でもあるo  ではないかと批判される6)。 これについては, 2

その農民における小農経済の確立というとき,生  つの側面から答えておきたい。一つは,戦後にお

産力の問題を抜きにしては論じられない。花田氏  ける労働力の自立化,民主化という条件のもと,

のとりあげられた都府県平均農家は,家族農業就  労賃水準の上昇欲求が吹き出して くるのに対する

業者1.35人 であって,家族協業に必要な 2人以下  資本の受けとめ方の問題である。巨大独占におい

であり,農機具所有においても,一戸平均原動機  ては絶えざる技術革新,合理化,生産性上昇にお

0.85台 , トラクター0.12,動力耕うん機0.92,自   いて,単位生産物当たり労賃部分を減少させて,

脱型コンバイン0.10,バ インダー0.33,動力防除  これに対応してきた。わが国はこのことにかなり

機0.71,田植機0.25,穀物乾燥機0.38で あって,  成功した模範国であろう。しかるに農業では,零

中型技術体系を現段階の標準投資と考えるならば  細農耕=零細私的土地所有という条件下,合理化 ,

それ以下である。多分小農経済を個別経営として  生産性上昇はせまい限界の中にあり,高地価・規

確立するというとき社会的標準投資を前提にせざ  模一定の下においては,合理化は労働力過剰化に

るをえないであろう。そこに価格政策の限界経営  結果 していった。結局農民の農業所得の確立要求

規模階層を求めてゆくとすれば,ま すます農民に  を農業内的に吸収しえなかったのである。

対して選別政策をもつことになる。         このように議論するとき,その 背 景 に あるの

なお花田氏は,著書において,小農価格はC+  は,世界市場であり,そ こでの商品価値実現の問

V水準で決定されるのが原則であるという理解を  題である。世界市場における部門内競争という問
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題を抜きにして,生産性問題,価格問題を論じ切

れないのではないか。それ故農産物価格問題は,

一面,地代論の問題であると共に,世界的農業恐

慌の問題として把えなければならないと思う。拙

論に対 し「価格論欠如」という声を聞くのである

が,私 としては通常の価格論 (独占・非独占論)と

は次元を異にした局面で価格論を持っていると思

っている。只,方法論的検討の次元に止まって,

現状分析として弱 く,農業恐怖分析はこれからの

研究課題であると思っている。

さて,価値,あ るいは生産価格の実現という議

論はさておき,労賃範疇の確立を戦前から戦後に

かけての農民的要求の基本と理解し,ま た労農提

携の媒介環とを考える理解は,かなリー般的と思

えるが,豊田隆氏は拙論に対する書評で次のよう

に述べられる。「戦前との共通性は,農業生産力

の担い手が,商品生産者としての性格を強め,そ

れを通じて,労働力の自立化の条件がしだいに成

熟してきている点に求められるのではないだろう

か。それは地代に対抗する労賃範疇 (その水準と労

働日)の形成過程の問題であり,いいかえれば変

革主体の条件に即した共通性の検討にあるといえ

ょぅ」
7)。

農業生産労働所得で家族家計費を十分に充足さ

せるという農業経済の自立が,小生産にとって目

標であるという一般的論理について否定しようと

は思わない。ただ,こ ういう問題設定で,今 日の

農業問題が,或いは,日 本農業再構成の論理が説

き明かせるかということになると些か疑問なしと

しない。つまりそこでは資本の原始的蓄積の論理

が,貨幣と私的所有の問題に対する配慮が必ずし

も十分といえないということがあるからである。

労賃範疇の確立を貨幣所得 の 問 題 としてみれ

ば,その所得の源泉が,農業生産にあろうが,他

産業からの兼業労働所得であろうが,補助金であ

ろうが,土地切り売り収入であろうがどうでもい

いことである。農地改革で,家父長制家族関係は

解体し,分割相続制などで労働力の自立化の条件

は,た しかに成熟した。しかし,その「自由な」

労働力は,農業という特定産業への執着からも自

由なのであって,やがて高度成長で都市に吸引さ

れる条件も成熟させたのである。戦後の重化学工

業段階への労働力の適応性は,戦前的,前期的制

縛からの解放を要求されたのである。貨幣自体を

目標とするならば,本体の金地金は無国籍でさえ

ある。まして農業生産からの所得であろうと,兼

業所得であろうとどうでもいいことで,か くて ,

農業は解体 しても兼業所得をふ くめての農家経済

は維持される。貨幣を自己目的 とす る経済循環

は,その確立を追求すればするほど,他面,分解

と解体の局面を誘導せざるを得ない。

しかし,物質的生産の見地に立てば,貨幣は,

手段であり媒介物である。今日の日本農業再構成

の課題として要求されるものは, 日本の農業生産

を発展させることであり, したがって,農業生産

労働所得の実現でなくてはならない。「労賃範疇

の確立」という概念は,い うまでもなく擬制的表

現であるが,資本家に雇傭される労 働 者 の立場

と,自 ら生産者でもある農民の立場とを一緒くた

にする嫌いがなきにしもあらずで,私 自身も安直

に使いはするが,その点の差異に注意して使わな

いと誤解を招 くおそれがある。

いま一つ注意すべきは, この農業生産所得実現

の基盤となっている土地所有の問題であろう。封

建的土地所有 =上級所有権に対抗する農民的耕作

権の主張は,その自己実現のために所有権をも自

己のものにせんとする。農民の土地所有が,耕作

権の保証となっている体制である。この体制が,

生産力的に,経済的に安定している歴史段階にお

いては問題はないであろう。しかし,その体制は

私有基盤であるから商品生産者としての農民相互

の競争のなかで,又国民経済的,国際的諸競争の

なかで崩れざるをえない。そこでは,耕作権と所

有権が分解してゆく必然がある。私的所有として

の耕作権保証は二面的であって,封建的土地所有

に対抗する進歩性と,そ れ自体土地所有独占の一

形態としての歴史的限界性をもつ。この後者の側

面がきびしく自己展開している段階においては,

貨幣追求と等 しく,土地私有のため私有追求は,

解体的に作用し労賃範疇確立の基盤たりえない。
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土地は生産のための手段として純化させねばなら  農地改革で生み出された土地所有形態が,対応し

ないが,そのためには,私有止揚の展望と結合せ  えなくなった段階において,その再編を志向する

ざるをえないであろう8)。             「構造農政」が登場する。再編の方向は「古典的

概念は適用しえないところの零細私的私有を温存

注                      したままの耕作権集中という形態をとり,それを
1)花田仁伍「『農業解体』の根拠 について質問と  促進するテコとなるのは 高 地 代 メカニズムであ
意見」土地制度史学会編『資本と土地所有』農林  る。」

2)っまり, いわゆる借地型 大 経営化の方向
統計協会,1979年°              を,現代的なブルジョア化ととらえ,農政は危機

2)同上書,506～507頁。            回避にその方向を推進しているととらえられる。
3)同上書,507頁°               この古典的でないブルジョア的土地所有形態が成4)花田仁伍『農産物価格問題』313頁, 農文協,  

立するか否かが農業危機を危機たらしめるかどう

5)拙稿

‐

「構造問題と価格問題― 戦後における農  かの鍵を形成することになる。なお,古典的でな

産物価格問題把握の視角についての覚え書き」湯  いブルジョア的土地所有形態については,氏の著

沢誠編『農業問題の市場論的研究― 川村琢先生  書『危機における日本農政の展開』において,農

古稀記念論文集』御茶の水書房,1979年 。     民的家族経営の解体→賃貸借の諸形態→生産組織

6)『資本と土地所有』 (前掲書)508～
“

9頁。   →公的経営→装置化・ システム化経営という諸型

7)豊田隆「書評」『農業総合研究』30巻 2号,  が基軸になると述べられている。

1976年,210頁。                このような氏の展開を読むと,同 じ「危機」と
8)こ の点については,拙稿「耕作権概念の地代論  ぃう概念を使っていても,考えている内容がかな

的研究」『農村研究』第41号 ,1975年 ,参照。   り違っていることを痛感する。大体議論をするば

___           あい,概念の内容理解の混乱から生ずることが多7.農業危機と農業恐慌
            いのである。氏の「農業危機」概念は基本的に云

前掲拙著の表題は,戦後日本資本主義と農業危  って,資本蓄積構造に,ウ クラー ドが対応し得る

機の構造であるが「農業危機」とは如何なる概念  か否か,或いは応当的な再編が可能かどうかとい

であるか,必ずしもはっきりしていないという批  う,一種対応的な循環的概念であり,し たがって,

判もあった。この点に関し,河相一成氏より,積  危機,安定,危機という諸局面の交替が可能にな

極的に氏の説を展開しての批判をうけたので,そ   ることになる。氏の立論のメリットもここから生

れに反批判する形において 検 討 してみたいと思  れよう。つまり,具体的分析として戦後農業を把

う
1)。                      えるばあい私などのばあいのように資本と土地所

氏の農業危機論の骨子は,簡単に要約すれば,  有の構造論理として,ゃゃきめつけて もの を云

資本の蓄積構造の諸局面,歴史的段階に,資本主  ぅ。そぅでなく,資本蓄積構造と農業農民との関

義と異なるウクラー ドが対応しえないばあいに発  係を特殊歴史段階論理として,あ るいは農政に対

現するのであり,そのばあい,資本はウクラー ド  する農民的抗抵を内包した,ダ イナミックな動き

再編を通じて危機発現を抑止し,再編しえなけれ  としてとらえたいという志向があり,そ ういうと

ば危機が発現する。その発現は,資本蓄積構造の  らえ方の可能な危機概念をということなのであろ

各局面で,農業危機の危機→安定→危機の諸局面  う。氏の志向されるような把握の必要なことは云

を生み出す。又,ウ クラー ドの本質は,土地所有  うまでもないのであるが,しかし,危機概念を構

形態にあるのであり,農業危機は土地所有形態の  造的概念から,一種の循環的概念に移行させるこ

危機である。このとらえ方を戦後の実際の歴史的  とで,新しい方法を生み出すということには,あ
過程にあてはめてみよう。資本の蓄積構造に戦後  まり賛成出来ない。
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農業危機という概念は,全般的危機の一環とし

ての農業の前期的生産関係の危機という把え方が

通念であると思う3)。 全般的危機の一環であると

いうことの合蓄は,資本が問題解決の能力を基本

的に喪失しており,労働者階級の指導性によって

のみ展望が出るという歴史的段階ということであ

ろう。農業問題についていえば,零細私的土地所

有が解体しつつ,資本家的大経営を生み出して,

それなヽりに一つの産業としての農業を樹立すると

いうことを資本がやりうるのであれば,農業危機

という概念は用いられない。河相氏のとらえ方で

は, 日本農業の「古典的でないブルジョア化」を

認めておられるように受取れるのであり,そ うで

あれば私の把え方からは,農業危機解消論という

ことになる6氏の戦後農政の論理のとらえ方がそ

うなっていて,「構造農政」すなわち,土地所有

形態のブルジョア的再編というとらえ方である。

それはやや戦後日本農政について牧歌的なつかみ

方ではないだろうか。むしろ高度成長以後の農政

の基調は, 日本農業切 り捨て政策であったのでは

ないか。産業としての発展をはかるよりは,労働

力供給基盤に転化させ,次いで,農産物輸入で,

自給率 4割まで後退させてしまった。それ故拙論

では,「農業解体」ととらえるのであり,古典的

でないにせよ,あ るにせよ,ブルジョア化 して,

日本農業が産業として樹立されるという展望はな

いであろう。

それ故,危機一安定と循環するような安定局面

はありえない。かつての,相対的安定期という概

念も,全般的危機のなかでの小段階区分なのであ

り,構造的局面よりも政治的局面からの小区分で

あろう。農業危機のなかでも,全体を貫ぬく本質

的構造性と共に,政治的,社会的,経 済 的 局 面

は,刻 々と移り変ってゆくのであり,小区分は必

要である。しかし,それは危機が解消される局面

が出るという区分ではな く,危機の貫徹のなかで

の諸局面として把えるべきではないか。

農業危機を,私のようにとらえるならば,主体

の側の把握として最も注意すべきは,労農提携の

問題ということになる。農民だけで農業問題は解

決 しえないからである。戦後段階の労農提携の経

済的,社会的基盤及び,そ の環,あ るいは必然性

如何という問題は,農業危機論にとっての本質的

問題であろう。河相氏のとらえ方では,農業問題

が農民の問題だけに矮少化されてい な い だ ろう

か。なお,資本蓄積構造との関係では先きに「農

業危機の二重性」として論じたのでここでは省略

する4)。

農業危機は世界的農業恐慌を随伴している。危

機と恐慌という範疇は,一般的に前者が構造的概

念であり,後者は循環的概念というふうに受け止

められている。しかし,危機と恐慌とはそのよう

に切り離しうる概念ではないであろう。恐慌は,

資本主義経済の諸矛盾の集合的爆発であり,古典

的時代には,それは周期的に解決しえたのである

が,19世紀末大恐慌以降には,古典的体制を以て

の周期的克服は不可能になった。そこで,帝国主

義,世界戦争の段階に入るのであり,体制的危機

と恐慌とは,密接に絡み合い,恐慌のとらえ方に

おいても,構造的要因を入れなければならなくな

る。この点をこまかく論ずるゆとりはないのであ

るが,農業恐慌において特にこの点は強調してお

かねばならないと思われる。

19世紀末大不況の一構成要因としてあらわれた

長期世界農業恐慌は,一つには,土地所有,地代

を包含する農業再生産構造の特殊の弱体性,及び,

世界資本主義の重工業段階への突入,交通革命,

世界農産物市場の形成等,構造性と段階性が入り

こんでの長期農業恐慌である。しかし,わが国に

おける農業恐慌論においては,恐慌=循環的なも

のという固定観念があるため,長期農業恐慌を否

定し,一般的農業恐慌の波及としての農業恐慌と

してこれをとらえんとする。この見解に対する批

判は,すでに行ったのでここに繰返さない5)。

長期農業恐慌は戦後段階においては,ア メリカ

の世界戦略と結合し,冷戦帝国主義の体制の一環

に組みこまれた。長期農業恐慌は,戦後段階にお

いて深部に貫徹しているのである。然し乍ら,戦

後に農業恐慌解消論があらわれた所以は,国家独

占資本主義の農産物価格支持政策など,恐慌が価
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格暴落と結合することを防ぐ政策が行われたから   農業恐慌の厳しい下において農民は,自 らが生

である。そこで「恐慌」と使 わ ず に「農産物過  き残るために,産地間競争への対応を追 られる。

剰」と使うのであるが, このような,あ いまいな  そこでは,商品の質とコス トとの 2側面から競争

概念行使は,問題の本質の解明をそらす役割を果  が激化 している。コス ト低下の面では,規模拡大

たしているに過ぎない。恐慌は,需要と供給のア  競争が展開してきたのであるが,そ れは “終点な

ンバランスというような単なる流通次元の問題で  き競争"と して,批判をあびるにいたっている。

はないのである。農業恐慌は,資本と土地所有の  また商品の質という面でも,む しろ,品質,等級

矛盾の最終的爆発であり,農業再生産構造の問題  の格差を複雑化させ,商業資本の喰いものになり

である。それ故,農業恐慌は,「過剰」と相反す  こそすれ,農民の所得上昇には必ずしもつながら

る「不足」を包合し,(む しろ歴史的 出発 点 は  ない。資本は,農業恐慌,産地間競争をコントロ

「不足」にあった)食糧危機と接続する。     ―ルして低農産物価格政策を遂行しているのであ

戦後現段階においても,食糧危機を恐れなけれ  る。これに対抗してゆくのに産地間競争促進論で

ばならない。農業恐慌は農業再生産構造の弱体性  はどぅにもならない。又,農業恐慌という条件下

から発すると共に,その長期化は弱体性を一層促  では,単に農産物価格を上げるべきだという一般

進させる。地力,労働力,土地利用の破壊が進行  論でも迫力が出ない。農業恐慌発生のメカニズム

する。この点 も既に論じたところなので,こ こに  そのものを根本的に問題にし,農業恐慌止揚の展

くり返さない。).                 望の下における政策でなければならない。農業恐

ところで,長期世界農業恐慌の存在が,基本的  慌は本質的に農業再生産構造の問題 で あ るが故

に重要なことであるが,こ の存在の下において,  に,従ってそれの止揚の政策も,単に流通次元に

部分恐慌や,一般的経済恐慌の波及があって,農  止まることは出来ないであろう。戦後の経済構造

業恐慌の発現は小段階的諸局面を 経 る こ とにな  ・農業構造,生産の次元をふくむ総合的な対応策

る。とくに,現段階においては,一般経済が世界  が打出されるべきだと思われるが,その展開はこ

的不況の局面に入ったのであり,それが冷戦対決  こではこんごの検討課題としておきたい。

を一層きびしくすると共に,国内経済にも一方石

油危機,資材価格の騰貴と,他方,需要停滞,農   注

産物販売価格の抑制という厳しい事態を迎えてい   1)河 相一成「現段階における土地所有形態の論理

る。                            と克服の方向」土地制度史学会編『資本と土地所

恐慌は,資本主義経済の矛盾の集合的爆発でぁ    有』農林統計協会 1979年。河相一成『危機にお

るがゆえに,資本主義批判がきびしく出てくるの    ける日本農政の展開』大月書店 1979年 。

は当然であり,こ れに対比して計画経済の優位性    )_二 タ
ー成,「前掲論文」『資本と土地所有』

が明らかとなる。ただ,農 業 恐 慌 についてみれ   3)の 轟稿「農業=土地問題の現段階と展望」『資
ば,次元は重層的に存するのであり,「冷戦帝国    本と土地所有』,(前掲)参照。

主義」・世界的農業恐慌の問題が,む しろ現段階   5)拙 稿「農業恐慌論」川村琢,美土路達雄;湯沢

では,基本的に存し,かような戦後資本主義の構    誠編『農産物市場論体系』(1)所 収,農 文協,

造を媒介にしての≪生産の無政府性≫批判でなけ    19η 年。

ればならないであろう。                6) 「同上」論文参照。
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