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岐阜大農研報（45): 25 44, 1991. 

耕地分散錯圃制に関する研究

1 .美濃平坦地の事例分析

柳田 洋吉

A Study on a Scattered and Intricate 
Arable Land System 

I . A case study of乱1inoplains in Gifu prefecture, Japan. 

YC>kichi YANAGITA 

SUMMARY 

The purpose of this study is to elucidate through investigative analysis the characteristics of land 

proprietorship and owner-farmers after the Land Reform (Nδchikaikaku) in Japan. Some conclutions 

as for the characteristics of Japanese land ownership derived from this study were as follows : 

i) Typical farms in Japan are consist of several small plots which are also scattered in the 

hamlet or village. Therefore, agricultural production is carried out on the small scattered plots in the 

hamlet or villege.Then land ownership is composed of several rather fixed, small and private units. 

ii) In order to introduce a system for modern rice machines such as tractor, rice transplanting 

machine, havester and so on, several of scattered plots in the hamlet (village) not only have to be 

consolidated, but also all of scattered plots should be consolidated and rearranged as a unit of hamlet 

or village or group unit for reasonable use for all or a group of modern agricultural machinery. 

Because, the rigid nature of small unit of farm land ownership is not parallel to the unit of land 

utilization or agricultural production. 

iii) The function of the cooperative rice farm as stated above, is not to be a corporation type of 

farm, but should be talken for a partial supplement of each land owner-farmer or family farmer in 

Japan. Specifically, farm work of owner-farmers in Japan are consists of rice, vegetable, fruits, some 

animals and sometimes part-time jobs, and they have supported the farmer’s household economy in the 

lump. Therefore, rice farm and its cooperation can only have a partial function in supplementing the 

reproduction of the farm household economy. In short, it should be concluded that the characteristics 

of rice cooperated operation are not those for corporative type firm or capitalistic firm. Res. Bull. Fac. 

Agr. Gifu Univ. (45) , 1981. 

要約

本研究の目的は改革後の自作農的土地所有＝自作農経営の特質を明らかにする点にある。本研究の結果

得られた結論は次のとおりである。すなわち，

1. わが国の土地所有の特質は耕地片の零細分散錯圃制にあり，それは個々の農家が所有・保有する耕

地片の集積の上で農業生産が営まれる形をとり，しかもそれらの耕地片の所有関係は固定的性格をもっ
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ているという点にある。

2. 加うるに，体系化された機械化稲作の導入は従来の耕地圃場の構成を編制替することが前提となる

ため，零細自作農家は他の農家と共同して，園場整備をすすめ，稲作機械化一貫体系に対応した村落単

位ないしクーループ単位の導入・経営をめざさざるを得ない。ここに土地所有と生産形態との矛盾が現わ

れており，現在までの農業技術段階においては，土地所有・保有の固定的性格に，すなわち小農制生産

それ自体の内的必然、によって零細農耕の生産編制が機械化による一定の変容を遂げながらも再生産され

ているのである

3. このようにして設立された稲作機械化営農組合は自立した企業的農業経営としての実質を持つもの

ではなく，自作農的土地所有＝自作農経営の再生産に対する補充物としての部分的役割・機能をはたす

以外のものではあり得ない。以上である。

緒 言

小農制的生産様式の実存形態の一つである日本の改革後自作農的土地所有＝自作農経営は土地所有の耕

地片零細分散錯圃制と生産形態の零細農耕様式出）とを，土地所有＝経営の特徴とし，その再生産が第ーに，

小農制的生産様式それ自体の内的法則削から規定されているとともに，第二に，社会構成体の規定的支配

的生産様式たる戦後国家独占資本主義の副次的従属的生産様式として，現象形態に一定の偏俺を受け，こ

の偏俺形態4)5)6）の形で再出確保されている，とすることができる。

本研究は，以上の点を現段階における実存形態としての耕地片零細分散錯圃制7）と零細農耕様式との実

態把握の基礎から明らかにしようとしたものの一部報告である。

本研究は，文献資料研究と農村実態調査とから成り，農村実態調査は，そのーは昭和55年 9月岐阜県下，

揖斐郡大野町黒野東区の資料蒐集並に農家聞き取り調査（柳田洋吉，二ッ谷彰浩調査），その二は周年 1月

愛知県下，小牧市小牧原新田中西屋敷地区の資料蒐集と農家聞き取り調査（柳田洋吉，大薮佳秀調査〕の

部分から成り，整理分析は柳田がこれに当った。これを二編に分ち，本編は前者の黒野東区における調査

研究結果の一部報告である。

I.改革後，自作農的土地所有＝自作農経営の分析

一一一黒野東区の構成

1.概況

まず揖斐郡大野町の概況をのべておこう。大野町は総面積34.07km2で，揖斐川と根尾川に狭まれた逆三

角形の町域から成り，標高25.6m，年平均気温14.9℃，年降水量2,495mm，又総世帯数4,278戸，総人口

18, 115人， うち農家数は1,893戸（44.2%）で，農地面積はl,587ha, うち水田l,283ha(80.8%〕，普通畑

150ha，果樹園154haである。岐阜市・大垣市から車で20～30分の距離に位置し，両市の通勤兼業地帯の一

つである。

昭和45年から住宅団地の造成をはじめとする都市化傾向が強まり，この期より人口増加と地価上昇が著

しくなっている，いわゆる平地農村から都市近郊農村へと変貌しつつあるところである。とくに，農家層

の兼業化の中で特徴的なことは，一方で，農家の自営兼業の形ではじまった土木・建築業の専門化（請負

業者化〕がすすみ，他方ではこれらに雇用される土木日雇（日当賃金男子5,000～6,000円，女子3,000～3,500

円）の形での中高年世帯主層及びその妻の兼業化がすすみ，従来からの後継者若手労働力の兼業専従化と

並んで，農家のオール兼業化（農外総働き化〉が進行しつつある。ここに，一方での農業生産の停衰退化

と，他方での非農業部門への労働力流出の深化とが，総じて農家経済における農業収入の比重低下と農外

兼業収入依存化傾向が支配的になってきているのである。

こうした中で，本町の50の農業集落（部落＝区）の役員及び農業改良組合役員に積極的な成り手がいな

くなり，どこでも農家の輪番制がとられ，これらの会合も夕食後にしか開けなくなっている程である。と

くにこれらの会合は国・県や町役場が主導する事業消化の説明会の様相を呈してきているために，農家の

対応、は消極的で，応々にして小言の言い合いになる傾向が強くなってきている。農家の関心は農業から兼

業へと移りつつあり，要望事項も農業振興よりも福祉対策や生活環境整備に対するものが主要な事項と
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なってきている。これらが，農家経済の変質を基礎とする現段階における農家の意織構造・行動様式を示

すーっの傾向であることは云うまでもない。

本町における昭和54年度の耕地利用率は98.7%，作物作付延べ面積l,480ha中，水稲864ha(58.4%), 

果樹284ha(19. 2%），野菜類lSSha(12. 7%）が主なもので，この三者で全体の90.3%を占めている。稲作

の作付面積は昭和35年1,39Sha,45年l,200ha，と年々減反傾向にあり，果樹作は45年195ha,50年217haと

増反傾向を示し，野菜類の作付は45年34Sha,50年226haと減反傾向が著しい。本町の農業粗生産額実質で

は43年までは年々増産傾向を示し， 45年以降は逆に年々減産傾向を示すに至っている。これが米の生産調

整を中心とする基本法農政から総合農政への政策転換とし、う政策主導の生産編成に基因するものであるこ

とは云うまでもないとしても，これと併行して， 45年以降の急激な都市化傾向と農家の就業構造の変化が

進行しているところに，農業停衰退化の実質がある。ひとり増反傾向を示している果樹作が水回転作奨励

施策を主たる契機としていることは云うまでもない。裏作麦の急減（35年73Shaから45年76ha，さらに50

年にはゼロへ〉に次いで，本町野菜生産の主力である裏作玉ねぎの急減（45年250haから54年の95haへ）

が，そして又裏作飼肥料作物（その主要作物はレンゲ〕の急減（45年46lhaから50年24haへ）が，総じて

水田裏作作付面積の急減傾向が土地利用率低下の主要要因を成し，耕地利用率は45年の140%から54年の

98.7%へ，年一作以下の水準にまで低落してきているのである。

第 1表 大野町の農業概要表

年次 総家 農数 専農 業家 第業一農種家兼数 第業一農種家兼数 農 家 農業業人就農業外就
人口 口人口 作延物べ作面付積 耕利用地率 農生業産粗額

2昭5和年
戸 F1 Fi r:=i 人 人 人 ha % 百万円

2,055 1, 225 462 368 ・・・・・・・・・ ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ・・・・・・・・・ ・・・．．．．．． ・・・・・．．．．

35 2,045 589 978 478 10,829 4,347 2,708 －・・・・．・・・ ・・・．．．．．． 1, 908 

40 1,932 160 1, 022 750 9,907 3, 712 3, 143 ．．．．．．．．．．．．．．．．．． 2,573 

45 1,924 119 723 1, 082 9,555 2,824 4,072 2,350 140 4, 147 

50 1, 893 96 287 1, 510 9,161 1,830 4,485 1,630 104 3, 171 

55 1,843 87 199 1, 557 8,966 1, 879 4,096 1,480 99 2,803 

備考 1 .各年度の世界農林業センサス及び中間農業センサス結果による。

2.但し，「農業就業人口」は国勢調査結果による数字で，「農外就業人口」はセンサス結果の「就業状態別

世帯員数」の合計から「仕事に従事しなかった人」の数を差引いた数から「農業就業人口」を差引い

たもの。従って，センサスによる兼業従事者数（実人数）より10%程度多くなっている。「作物作付延べ

面積」は『作付面積調査』による。但し55年の数字は54年のもの。「農業粗生産額」は「生産農業所得

統計』による数字を昭和50年物価〔「農産物物価指数」（農林水産省統計情報部）〕水準へデフレートし

たもの。但し， 55年の数字は54年のもの。

3 .昭和25年，即ち農地改革完了時点における専業農家の圧倒的比重（59.6%）と，乙れより30年を経過

した昭和55年現在時点における第二種兼業農家の圧倒的比重（84.5%)0乙の30年間における全農家層

をまき込む程の兼業深化の傾向はもはや誰の自にも明らかなことである。乙の兼業深化の特徴は，農

家層の脱農・挙家離村が緩慢にしか進行しなかった状況の下で，農業就業人口の急速な減少とその対

極にある農家の農外就業人口の急増との対照的傾向に示されている。

4.改革後，労働手段の高度化を領粁として，農業生産力は発展し，それが農業労働力の減少をカノfーし，

且つ凌駕してきたが， 45年はその到達点を示し，以後農業労働力の減少をカバーし切れないと乙ろに

来ている。耕地利用率の低下と農業組生産額の減少はその乙とを示している。

以上，本町における農家・農業の特徴を総括的に示せば，第 1表の通りである。農家数が極めて緩慢に

しか減少していない状況の下で，農家経済内部の就業構造及び農業生産は著しい変貌を遂げ，労働力流出＝

兼業深化と農業生産の停表退化が一つの傾向的特徴として指摘しうるのである。

問題は，かくのごとく，農地改革後， 30年余に及ぶ自作農的土地所有＝自作農経営の外的内的諸条件の

変貌にもかかわらず，今日依然、として小農制的生産様式の枠組から一歩もはみ出ることなく，農家層が農

村に根強く滞留し続けているのは何故であるか，という点にある。
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2.調査地黒野東区の構成

そこで次に，上記の特徴を典型的に示すと同時に，第一次農業構造改善事業による圃場整備と経営近代

化（稲作機械化と果樹作の拡大〉の洗礼を受けて，土地所有と生産形態の点でもっとも大きな再編を経過

した黒野東区（調査地）の分析に移ろう。

まずその概況を述べれば，次の通りである。はじめに，概括的なー表を掲げておこう。（第2表〕

第 2表 黒野東区農家の構成

世数農帯家員別数 II襲 耕地面積 農労働家力数の 就続柄業別状農態家別数 収農入類家型別数 農売農産作家物目販別数 稲業作委作託

就業状態｜『｜公 収入類型 ｜長 薪｜長

人 戸 10アール戸 アール 人戸 戸 戸 戸 戸 戸
2 4 

未満 水田 2, 596 .2 1 4 性男 29 38 農業専業 4 水稲 51 全面 1 

3 10-29 10 
アール 畑 127.7 2 16 別女 9 1 農業＋給料 31 果樹 41 一部 42

4 12 30～49 
7 果樹 805.8 3 18 農業のみ 10 1 農業＋日雇 11 玉ねぎ 31 自作 1 アール

5 15 50-79 17 
アール 不作 44.3 4 9 農業が主 11 2 農業十商業 3 ~O)襲 1 

6 13 80-99 11 
アール その他 5 2 兼業が主 17 16 農業＋建設業 1 その他ー

7 4 100-149 
アール 6 6 1 兼業のみ 4 農業＋製造業 1 

8 1 150アー
ル以上一 不明 3 無 職 1 17 そ の 他 2 

戸 戸 アール 戸 戸 戸 戸 戸 戸
計 53 51 3,574.0 53 39 40 53 （延） 124 44 

備考 1 .アンケート集計表（55年初め）による。聞きとり調査による一部修正を行った。

但し，就業状態別の「あとっき」は将来あとつぎ予定者を含む。従って無職の17戸中14戸は学業中の

者。又，耕地面積には一部脱落がある。

2.世帯員数は 4-6人規模に集中（40戸・ 75.5%）し，三世代構成が支配的であること。

経営耕地面積規模は50～100アール盾l乙集中（28戸・ 55%）し，最高でも140アールl己満たない。

Sha余の果樹作の大半は畑地からの転換で，圃場整備（昭和44年）を契機とする増反である。農家の

労働力数は 2-3人，すなわち世帯主夫婦とあとつぎを構成単位とし，このうち，農業就業者は 1人

の農家が26戸， 2人の農家が21芦で，乙れらの大半が兼業従事者である点に注意。

黒野東区は江戸期美濃国大野郡東黒野村として360.150石を産し，明治期馬耕地帯のーっとして，又農家

主婦副業として麻布生産が行われてきたところである。改革前，土地所有における中小地主地帯の一つを

成し，その下での零細農耕様式を生産形態の特質とする典型的な零細自小作小農のムラであった。農地改

革はこの自小作農階層区分を変貌せしめて自作農的土地所有への一元化を成し就げたが生産形態は零細農

耕様式のまま，むしろ自作農的土地所有を固定化する形で戦後段階を経過してきた。

第 2表に示されるように，現在黒野東区農家数は53戸，本地区農家は二つの親族系統から成る。そのー

は馬淵系統45戸（非農家を含む〕，他のーは関谷系統15戸である。現在は共有地をそれぞれ7アールずつ共

有する。冠婚葬祭は前者が2組に分れ，後者は1組で行われている。 3～6戸から成る田植機の共有も同

一系統内でのみ組まれている。前者はさらに小系統の杉山系統3戸と林系統4戸を含み，系統分化が進行

したことを示している。神社と寺は地区内に 1ヶ所づつあり神仏ともに一地区一宗にまとまっている。区

の共同賦役は道路・水路・神社・寺の補修草取りが年4回（各世帯より 1人 1日× 4回〉に分けて行われ，

この春賦の他に道路と水路については農家のみ出役する秋賦（ 2回）がある。その他年一回の区の年次総

会や臨時区会議，区座談会，農業改良組合会議，土地改良区会議，神社の祭礼，寺の法会，青年会・消防

団・婦人会・子供会・老人会等々区の生活共同体的農村共同体的組織と機能がある。このような個別世帯・

個別農家を単位とする農村共同の諸組織・諸機能を背景ないし基盤として，後述する『黒野東区機械化営

農組合』（45戸〕が成立してくるのである。
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第2表によれば，耕地の面で経営耕地面積を保有する農家51戸の面積規模階層は10アール～149アールの

範囲にあり，この零細な諸階層中50～99アーノレ層が28戸で全階層の55%を占め， 1ha以上L5ha末満層の

6戸・ 11.8%が最上層農に属する程の零細農耕段階にある。『農家基本台帳』（昭和54年現在数字〕によれ

ば，本地区農家の総耕地面積は376,370m2（約37.6ha）で， 1戸平均7,380m2，最低99lm2から最高13,852

m2の保有面積の範囲に分布する。『農家基本台帳』数字を採用すれば， 50アール～99アール層が25戸・47%,

100アール～149アール層が12戸・ 22.6%, 50アール末満層が14戸・ 26.4%と中間層の50～99アール層が半

数近くを占め，その上下階層が残りの1/4づつを占める典型的な階層分化停滞型のムラである。

本地区農業が地目別耕地面積の分布からみて水田（水稲作〉中心のムラであることは云うまでもないが，

l戸平均74アールの耕地面積のうち，水稲50アール，果実（富有柿及びその改良種）20アール，野菜4アー

ルの構成で，その生産額＝粗収益は水稲72万円，果実50万円，野菜 5万円，計127万円（推計・農協共販基

準数字より〕になっている（54年実績）。大野町の生産農業所得は10アール当りで104千円，農業専従者一

人当りで920千円，農家 1戸当りで823千円である（昭和54年生産農業所得統計より）。これによれば本地区

平均農家の生産農業所得は約77万円である。

他方，農家の労働力数は53戸計で142人あり， 2～3人規模が34戸・64%を占め，世帯主夫婦＋あとつぎ

を基本とする構成を成し， 1戸平均では2.7人となる。このうち，農業従事者は1.5人である。現在（55年

初め〉収入を得る仕事に従事している者は，アンケートの集計表によれば，世帯主38人，主婦47人，あと

つぎ37人で，このうち農業のみと農業主体の者は，世帯主21人，主婦42人，あとつぎ 3人に対し，兼業の

みと兼業主体の者は，世帯主17人，主婦 5人，あとつぎ17人となっている。つまり，世帯主層は農業主体

と兼業主体がほぼ半々の割合で，主婦層は9割すなわち大部分は農業主体で，あとつぎ層は逆に9割弱す

なわち大部分は兼業主体の就業構成となっているのである。それ故2.7人 (1戸当り）の労働力のうち1.5 

人を占める農業従事者の主力は主婦層にあり，逆に残りの1.2人の兼業従事者の主力はあとつぎ層にあり，

世帯主層はその両者に分散しているのである。ここに農家の労働力中農業労働の婦女子比重と兼業労働の

基幹男子比重の三極化が明らかである。戸当り平均でわずか77万円の生産農業所得をあげるにすぎない農

業労働は，家族労働費が 1時間当りで，米793円（米生産費調査・岐阜県〉，柿827円（野菜・果実生産費調

査・岐阜県入玉ねぎ766円（同前〉で，これを先述の平均経営耕地面積74アールに換算すれば， 807時間・

652,906円にしかならない。一日 8時間労働に換算すれば101日分の労賃収入である。ここに農家労働力数

と零細な経営耕地面積とのアンバランスがあり，畢克経営耕地面積の固定性を前提とする限り，家族労働

力の完全燃焼の為には唯に農外兼業への労働力流出を必然化するばかりでなく，農業労働生産性の上昇は

さらにそれに拍車をかける結果を招くこと，自明であろう。それ故，経営耕地面積の固定性，換言すれば，

経営耕地面積基準の階層分化の停滞性が何故に必然、化しているのか，何故家族労働力の基幹部分を農外へ

押出さざる得ない程に経営耕地面積の固定性が支配的であるのか，ここに現代零細自作小農の経済メカニ

ズムの，その経済法則をさぐるキイ・ポイントがある。

そこで，以下に土地所有と生産形態の両視点から，特に耕地圃場の構成の実態に側して問題の解明を試

みる。

II.土地所有と生産形態

〔一〕黒野東区における土地所有形態

本地区構成上の特質は，第ーに耕地の大部分が自作地であって，しかも耕作二作業の単位となる地片が

旧来手耕＝『畝歩農法』 7）段階からの 2～3アールのものから， 44年第一次農業構造改善事業によって分合

整形された最大30アール規模のものまで，その耕固形制も面積もバラバラのものが，集落内外の地区内に

犬牙錯綜して分散保有されていること。第二にこれら地片の土地所有＝保有が先述のごとく 10アールから

140アール規模のものまで，これまたバラバラの面積規模階層の農民層から成り立っていること。そして，

第三に主力を成す水稲作については労働手段＝機械化体系と栽培・作業方式が面積の大小にかかわらずほ

ぼ一定の水準に引き上げられているとともに，普通畑のごとく依然道具・手労働段階を脱却していない雑

多な作物の作業方式がこれに併存して行われ，このような不統ーな労働手段と諸作業・労働を要する耕種

様式＝生産編制が大小地片の地目別作目別構成と結びついていること。以上である。以上の点を一言にし
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て要約すれば，土地所有＝保有の形態は「耕地片零細分散錯圃制」であるとすることができょう。この点

は重要点であるから，先ずこれを実態から検討してみよう。

(I)事例分析

上層農家SK.経営耕地面積154アール。

第 3表上層農家（S.K.氏）の構成

家族構成 労働力 経 営 耕 地

世帯主 67歳 農業専従 水田 3, 657m2 自作地 水稲

妻 63 農業専従
3,583 自作地 水稲
1, 057 小作地（残存小作地）水稲

長 男 40 公務員＋農業補（機械） 1, 023 自作地 水稲

長男妻 38 家事育児＋農業補助 700 小作地（残存小作地）水稲
568 自作地（旧苗田） 野菜

孫（男） 13 樹園地 1,456 自作地（旧水田） 柿

孫（男） 10 1, 276 自作地 柿

孫（女） 2 
640 自作地 柿
600 自作地 柿
592 自作地 柿

普通畑 142 自作地 野菜
105 自作地 野菜

7人 4人 15 399m2 自作I也 13, 642m2 
小作地 2,757 

備考 1 .昭和55年9月農家聞とり調査及び土地宝典，換地処分図による修正数字。

2.本農家は「農家基本台帳索引簿」によれば，水田9,538 m＇，畑 1,436m2，樹園地2,'90&n2合計13,852

ばで，本地区最高の経営耕地面積保有農家である。

3 . 13枚の耕地片中，水田小作地700m2（地区外上秋地区農家からの小作地）を除く水回と樹園地の計10枚
は44年圃場整備による分合整形の結果数字で，整備前に比較して著しい地片面積（一枚につき）の拡

大があった。

4. ちなみに，圃場整備は水固については30アール区画を樹園地・畑については15アール区画を基準とし

たのであったが，結果はなお原地換地主義が根強く残り，水回については10-20アール区画に集中し，

樹園地についてはさらに細かく 5アール以下の区画で、細分されるほどに，耕地片の零細制が残された

のである。

5 .なお普通畑 2枚は集落以南区域の米園整地区l乙立地するもの。この農家は乙の地，圏整地区内l乙豚舎

500m2 （敷地）と玉ねき貯蔵所敷地607m2を有する。

この農家は改革前自小作農の地位にあって現世帯主は昭和18年より 10人家族の経営主として160アール

の経営を起点とする。作付体系は水田120アールに米（表作）と麦（裏作85アール）及び飼肥料作レンゲ（裏

作35アール〉との二毛作と，畑40アールを桑園とする米麦二毛作プラス養蚕の経営方式〔生産編制〕をと

る典型的な零細自小作小農であった。戦後労働手段は馬耕を起点として，動脱（22年共同〉・大八車リヤカー

から改革後牛耕に移り，昭和32年にテーラー耕・全自脱・テーラー運搬を経て40年にようやく耕転機耕・

軽四トラックが導入され，以後43年からの第一次農業構造改善事業第 2ラウンドによる圃場整備と機械化

営農組合の設立を契機として今日の段階に到達したものである。桑園から柿園への転換及び裏作玉ねぎの

導入は30年代には入ってからはじまり， 32年に豚（繁殖） 2頭を導入し現在6頭飼養， 33年長男が農業高

校を卒業してピニールトンネルの施設園芸を l～2年やり，その後消防署に就職して兼業化がはじまって

いる。

以上のように，改革後零細自作小農〔自作農的土地所有＝零細農耕様式〕の構成は耕種様式＝経営方式

とりわけ労働手段体系における畜力から機械力への変化と作付体系における米麦二毛作＋養蚕の構成から

米単作＋園芸作の構成への変化を経過してきたのであるが土地所有と生産編制の骨格，耕地片零細分散錯

圃制と零細農耕様式それ自体の変革は行なわれず，したがってその担い手たる零細自作小農の階層区分も

また何らの質的変化〔農民層内部の階級的分解〕も蒙らなかったので、ある。以上の確認の上に立って，さ
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らに諸階層の検討を続けよう。

中間層農家 M.H.経営耕地面積64アール

第4表中間層農家（M.H.氏）の構成

家族構成 労 働 力 ｜ 経営耕地

歳
世帯主 57 会社員（建設）＋農業補（機械）

妻 57 農業 ＋ 家事

母 80 一
「長男1 銀行員＋農業補（田植・メIJ入時）

長男妻
｜ ｜（別居）
孫（男） 町内

L孫（男）j

7人 3人

備考 1 .資料は第3表に同じ。

水田 1,477m＇自作地 水稲

1,597 自作地 水稲

1,245 自作地 水稲

果樹園 1,223 自作地 柿

468 自作地 柿

389 自作地（旧苗田） 柿

計 6,399m' 自作作地 6,399m'
小地

2.「農家基本台帳索引簿」によれば，本農家の経営耕地は水田 5,Zllm＇，畑 974m'，計 6,185m＇となっ

ている。いずれにしても本地区の中間層に属している。

3.改革前は，現在の水田 2,722凶？と樹園地（当時桑園〕 1,223m＇合計 3,945ぱが小作地であった。解放を

受けてすべて自作地となり，圃場整備の過程で分合合筆して 6枚にまとめられた。本農家の耕地はす

べて闘整地区にある。

本農家は改革前零細小自作農（80アール耕作）の地位にあり，園場整備期（44年〉に残存小作地を地主

と折半で整理し現在の面積規模に縮少したもの。世帯主は敗戦後帰還して養子縁組し就農， 44年の圃整を

契機として名古屋市にある工機据付会社（中小下請企業〕に46才で就職し今日に至る。又，長男は高卒後

信用金庫に就職し結婚後大野町黒野地内のアパートに別居し，農繁期のみ手伝いに来ている。馬耕→テー

ラー耕→転転機耕→機械化営農組合とし、う労働手段の推移はほぼ前記上層農家の場合と何ら変るところは

ない。作物の作付体系についても同様の変化をたどっている。それ故， 1haに満たない耕地片分散保有の

固定性が，その経済循環の過程で過剰労働力をたえずプッシュし続けてきたその結果が基幹労働力の圧倒

的比重を農外に置く構成となっているのである。

下層農家 M.S.経営耕地面積43アール

本農家は改革前すでに前世帯主（昭20年39才〉の兼業専従と妻（現在母〕の農業十家事とのいわゆる第

二種兼業農家構成で，改革後現世帯主が揖斐川町より養子縁組し，その時すでに会社員となっていた。そ

れ故改革前から農耕は本家農家（隣接〕と「もやし、」で行ない，この慣行は44年の圏整・機械化営農組合

設立まで続くのである。

本農家は改革前分家，零細自小作兼業農の構成を出発点とし，改革後自作農的土地所有＝自作農経営の

下層のいわゆる「五反百姓Jの地位にあみて，改革後世帯主（現在父）の重量運搬会社経営（非農従）を

農家経済再生産の基幹としつつも，妻（現在母〉の農業専従と長女（現在妻）を農業補助労働力とする農

業経営を本家農家との「もやい」の形で補完しつつ維持してきた。唯現世帯主の養子縁組によって役牛を

購入し，仔牛の肥育販売も行ないながら牛耕を自前で行なうようになり，これが昭和33年まで継続されて

いる。 34年以降は稲作の機械化段階には入札本家がテーラーを導入したのを契機として，牛耕を止めそ

れへ依存し，柿作については40年頃中耕機・動噴・軽四トラック各一台を導入し，機械化段階に対応して

いる。

この間， 30年に養鶏（採卵） 100羽を導入し34年まで継続，麦作（裏作）は31年まで行ない， 32年にはこ

れを止め代りにタマネギ (10討を作付し40年まで継続し， 41年以降の本格的機械化段階で稲単作と柿作と

の二部門構成に単純化し， 44年園整事業と機械化営農組合設立を以って，本農家の如き零細農耕様式の一

応の機械化段階が完成されたのである。
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第5表下層農家（M.S.氏）の構成

家族構成 労働力 経 三邑..,_ 耕 地

世帯主 55歳 銀行員＋農業補助 水 田 2,250m' 自作地 水稲

妻 52 農業＋家事 果樹園 549 小作地（残存小作地） 柿

自作地 柿395 
父 73 395 自作地 柿
母 76 290 自作地 柿

男 25 会社員 152 自作地 柿

野菜畑 208 自作地（旧苗回） 野菜
四 男 22 （大学4年生〕

6人 3人 計 自作作地 3,779m' 
4,328m' j、地 549m' 

備考 1 .資料は第3表に同じ。

2.「農家基本台帳索引簿」では，本農家の経営耕地面積は，水田 3,970m＇，畑 691m'，合計 4,661m＇で，

表の面積より 333m＇だけ多くなっている。
3.畢意本農家の耕種様式におけるアンバランス，すなわち水田一枚の面積 2,250m'に対して，果樹園，

野菜畑一枚平均 346m＇の「畝歩農法」＝手労働段階の極零細地片の分散によって，稲作と畑作（園芸）と

の労働手段体系と作業方式との二重性を特徴としているのである。戦前来の本家農家への「もやし、」の

形での依存関係は， 44年機械化営農組合の設立によって一変消滅し，本農家の耕種様式のアンバラン

スをいっきょに解決してくれたのである。農業の担い手である妻が『営農組合ができて本当にありが

たいと思います』といったことの意味はここにあると思われる。

4.本農家の長男（31歳）と次男（28）は，長男が父（祖父）が経営していた重量運搬臥（名古屋市）の経営に当

り，現在名古屋市内に別居世帯を成し，次男が大卒後岐阜市内の土木会社勤務て、本巣郡北方町に別居

（分家）世帯を成している程に，労働力流出が基調となっている。

現在（昭和55年〉本農家の農業労働力は妻（52才）の農業専従と世帯主の柿作補助労働（消毒のみ〉と

から成り，それ故稲作における播種・田植（田植機・ 4戸共有〕・消毒・運搬と柿作における一切の作業及

び自給野菜作業を妻が行ない，したがって又，営農組合に依存する耕起・代かき，防除刈取りと農協に依

存する米調製・貯蔵・販売，柿の選果・販売とが不可欠の補完を成し，以上の個別労働とそれを補完する

共同・協同労働との二層の労働の構成で再生産が確保されている。又，前述の上層・中間層農家は勿論の

こと，本農家のごとき下層零細二兼農家にあっても，土地保有の継続は勿論のこと，経営についても可能

なかぎりの継続を志向しているのであり，この点を以上の耕種様式の内容に照らしてみても諸階層聞に質

的な差異は生じておらず，農民層分解の必然が上層農家への土地集中を促進する程の条件変化は見られな

いのである。このことは，土地生産＝農耕が農場制単位では行われておらず，耕地片単位の集積の上に成

立しているという，土地所有・保有の特殊日本的土地制度〔このことは又わが国戦後国家独占資本主義体

制の経済循環とも密接不可分に結び、ついているのであるが〕それ自体の基礎から規定されているところに

ある。

それ故，以下にその耕地片の編成を検討しよう。

(II）耕地片の構成

黒野東区における耕地片の存在形態を見るために，まず一図を掲げておこう。第 1図は第一次農業構造

改善事業による圃場整備（昭和43・44年）が行なわれる前の耕地（水田〕の一部を示したものである。図

示されている耕地片は101枚，合計面積50,384m2でその一枚当り平均面積は499mヘ約5アールである。こ

れらの一枚一枚がそれぞれ異なる農家の保有地＝経営耕地片から成り，したがってまた農耕＝稲作の作業

単位を構成し規定していたことは云うまでもない。これが稲作の機械化段階に到達していた40年代前半の

形制である以上，この耕地圃場の構成と労働手段・労力編成との総じて零細農耕の生産編制内部における

矛盾，耕地再編の必然はその極に達していたものとすることができる。この耕地片の形制は明治期『畝歩

農法』 (7)（馬耕と手作業段階）に照応していた程のもので，これが機械化段階に照応しなくなっていること

は云うまでもなし、。
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第 l図．圃場整備前の耕地の形状

凡例

日

小字界

水路（用排兼用）
道路

筆界

墓地

図註 1 .資料は『岐阜県揖斐郡大野町土地費典』昭和14年 1月製図，同 2月

15日発行，帝国市町村地闘刊行曾による抽出部分図にもとづいて

作成。
2.数字は一筆面積

（反畝歩をm＇に換算，小数点以下四捨五入）
3. I週中101筆の合計面積50,384m＇，一筆平均 499ぱ

この点をさらに細部にわたって検討すれば，第一に，圃場と水路との構成が，用排未分離と田越潅甑の

水準にあること，園場の個別的作業を耕区（用水系）全体によって共同的に規定する関係にあること，こ

れである。ちなみに，この耕区（更地用水系）は20ha余の面積で最上流部水源は井戸（一本〕のモーター

汲揚水を補給用水として利用し，それだけに配水の時期と順序及び期間はより厳密に規定されている。第

二に，圃場と農道との構成が， 101枚のうち49枚（48.5%）が通作農道なく，作業が隣接田の畦畔を通って

行われてきたこと，このことは馬耕・手作業段階の耕種様式に照応するもので，耕転機・軽四トラックな

どの機械化段階には照応していないこと，これである。
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第2図 耕地の形状（右・圃整地区，左・未圏整地区）

｜｜ 

図註

圃場整備は以上のような耕地片形制を新たな機械化稲作段階に照応する方向で編成替することを目的と

して施行されたのであり，ここに本地区農家の共同的合意が得られた内的必然があったのである。

そこで次にかくして行われた圃場整備がどこまでその編成替を実現し得たかを第2図及び第 3図に照

らして検討しよう。

まず第 2図（仮換地図）を見れば，第ーに閏場整備地区と未園場整備地区との差異は手にとるように明

瞭である。圃場整備は一区画30アールを基準として整備することを目標に行われたもので，図上の区域は

第一図に掲げた区域を含んでいる。それ故第一図と本図とを比較すれば耕地圃場の形状と面積及び用排水

路と農道との圃場整備による合理的編成替がなされていることが明らかである。lOOm×30mを基準とする

矩形化，したがって一定の交換分合の必然による一区画面積の拡大，用排水路の分離〔用水路幅l.OOm・排

水路幅2.25～2.50m〕，農道の新設・拡幅〔農道幅5.00～8.00m〕，以上の結果全耕地片が用水路と排水路と

農道を持つことになり，それぞれの耕地片がより独立した作付体系を有することを可能にし，したがって
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第 3図．耕地薗場の構成（前期換地処分＝仮換地図）
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図託 1 .資料は大野町役場資料による。～＼＼

2.実線は筆界及び道路・水路界を示す。

3 点線は小字界を示す。
4 数字は一筆面積（ぱ） 1筆平均1,251ぱ（耕地）

又稲作転換の見通を与えたのであって，生産用具としての耕地片に関する限り，個別経営の展開に一つの

新たな段階を画する程の編成替がなされたものとすることができる。以上のような編成替は工区全体にお

ける事業費55百万円余と全耕地面積の 5%の減歩によって績われたのであるが，実際には工事過程で生じ
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第4図．耕地圃場の構成（後期換地処分＝換地図）
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1 .資料は黒野東区土地改良組合理事馬淵三郎氏蔵の

「換地処分図」による。

2 実線は筆界を，点線は小字界を示す。
3. 数字は一筆面積（m＇），耕地計 38,468.8m＇，一筆当り平均面積

1,424.8m＇。

図註 ～ ～ 、

た耕土下層の砂礁の売却代金収入により地元負担に関わる事業費は支払われたのである。

以上のごとき園場整備の結果，耕地片分散錯圃の形制は第3図に示されるような状況に編制された。換



38 岐阜大学農学部研究報告第45号 1981

地処分は前期と後期に区分され得る。本図は前期換地処分図を示したものである。前後期を通して換地処

分は原地換地主義が貫かれたのであるが，両期の聞にはかなりの相異がみられる。まず前期についてみる

に，区画の30アール基準は換地処分に一定の方向性を与えているとはし、え，実際にはそれは建前に終り，

図に示されるごとき細分が行われた。右下の施設用地を別としても，耕地片の面積は小は205m2から大は

3,056m2に至るまでの範囲にあって旧来（圃場整備前）の地片面積基準が尾をヲ11,、ており，原地換地主義が

反映していることを示している。しかしながらこの編制替を通して，圃場整備前の一筆当り平均面積499m2

から整備後はl,25lm2へと2.5倍に拡大されており，なおその零細性はまぬがれ難いとはいえ，稲作機械化

と労力編制との総じて40年代耕種様式における新たな生産力段階に一定程度照応する程の所有・保有耕地

片の編制替がなされたことを示している。だが前期換地処分の段階では本地区農民層内部に旧来の土地所

有・保有観念が残存し，その意織構造からの脱却が十分に果されていなかったことを反映して10アール末

満の耕地片が20筆，つまり 36筆のうちの55.5%（半数以上）も残される形となったので、ある。

だが又事態の進行は最早それすらも許さなくなっていた。第ーにはまず設計上から，すなわち上流部か

ら下流部にかけて 4～5mの傾斜があり，施工上およそ30アールごと（30mごと〉に小段差を設けなけれ

ばならないこと，第三には一度土地所有・保有区分が確定されれば今後長期にわたって土地再編は困難で

あり，機械化営農に支障を来すことが予測されたこと，以上の点からして可能な限り 30アール区分に近づ

けていくことが，土地改良区会議を通して合意されるに至ったのである。かくして，換地処分は前期に定

められた所有・保有の区分線を踏襲しつつも， 10アール末満の零細な区分を主たる対象として合筆をすす

めて最終的な確定をみたので、ある。

第4図にその後期換地処分の，したがって最終的に確定された換地図を掲げた。

本図によって明らかなごとく，なお部分的には合筆に至らなかったものもあるが， 10アール末満の耕地

片は20筆から 9筆に減じ，一筆当りの平均面積はl,424.Sm2へと拡大されている。これが30アール基準にな

お遠く及ばない零細耕地片の水準に留まるものであるとはいえ， 3分の 1の地片については20アール前後

の面積水準にまで到達させることができたのである。

闇場整備地区の水田について耕地片の面積基準ごとの筆数を示せば第6表のごとくである。圃場整備事

業は43年の計画段階では黒野東区の全耕地3Shaのうち， 36.4ha（受益農家数75戸，一部他地区農家を含む）

第6表圃場整備地区水田筆数（昭和55年現在）

面 積 基 準 筆 数 僑成比

30アール以上 19筆 14.2% 

20アール以上30アール未満 34 25.4 

15アール以上20アール未満 27 20.1 

10アール以上15アール未満 26 19 .4 

10アール未満 28 20.9 

計 134 100.0 

十回 田
5アールsJ上 10 23.3 

5アール未満 33 76.7 

計 43 100.0 

備考 1 .後期換地処分図より抽出。面積合計21.67ha。

2.苗回は圏整地区のほぼ中央に位置し，最大のものでも625m＇に留まる。現在転作野菜・柿

園。
3.用水系統は根尾川の山口頭首工から取水される更地用水で，補給用水として井戸（旧来）

がある。

が計画されていたが，実施計画の段階で集落以南～国道沿線のほぼlOhaの地区については地価の上昇と宅

地混在のために小区画整備の要望が強く反対する者も続出したため取り止めになり，集落北側の水回地帯

及ひ、東側の果樹園・普通畑地帯についてのみ施行されるに至った。北側水田地帯の圃場整備面積21.67haが

本表の対象総面積である。表の示すところは30アール区画基準を越えるものが19筆・ 14.2%で， 20アール
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以上を加えても53筆・ 40%弱の水準に留まっていること，他方，およそ馬耕段階に対応する15アール末満

のものが54筆・ 40%強あって20アール以上のものに匹敵する。ここに，耕地圃場の構成が零細農耕の生産

編制の枠組を脱却することなく，土地所有・保有形態、の耕地片零細分散錯圃の形制に規定され，それを再

出確保する程の水準に留まっていることを示している。

問題は，かくのごとき土地所有・保有形態の固定的性格を人格的に体現している零細自作小農が経営者

資格として土地所有者資格としての自分自身に対してどのように対応してきたか，という点にある。それ

故，生産形態の側面について以下検討を試みる。

〔ニ〕．黒野東区における生産形態

前記事例分析において，諸階層の戦後の展開をその典型を以って実態に側して簡明ならしめたが，生産

編制の基本，すなわち労働手段と労力編成及び生産物の諸構成については次のように要約し得る。すなわ

ち，労働手段における畜力・手作業道具類・大八車とリヤカーからテーラー・耕転機・手作業道具類・半

自動防除機・軽四トラックを経て稲作機械化一貫体系へと又脱穀・調製過程については足踏み脱穀機天日

乾燥・モミスリ機（共同〉から半自動・全自動脱穀機と小型乾燥機・モミスリ機（共同〉を経て稲作機械

化一貫体系（コンパイン・農協ライスセンター・カントリーエレベーターの構成）へ，田植と刈取りにつ

いては後れて手植・手刈から40年代には入り，パインダー・コンバインの収穫機と田植機（共同〉の導入

によって，稲作機械化一貫体系が一応の確立をみたこと，全国的傾向とほぼ期をーにして進展してきたと

ころである。この著しい労働生産性の上昇・省力化過程が労力編成上の家族労働力の農業生産部面におけ

る余剰化・余剰労働の兼業労働市場へ向けてのプッシュを促迫し，農産物価格メカニズムが国独資主導下

での相対的圧下のメカニズム貫徹により 米と果実への生産物の単純化を促ししたがって又一層農業労

働を余剰化せしめるとともに農業所得の悪化（農工間賃銀格差）をもたらしたのである。

以上のような，戦後段階における農業部面における生産編制の展開過程で，零細自作小農の経営者資格

は「投下資本〔c+vc家族労働力）〕」の量的質的増大拡充にもかかわらず，土地所有者資格としての小農

自身に対抗し，それを自己否定し，この対抗矛盾の線上に農民層分解法則が貫徹し，農民層内部の階級構

成区分を段階的に発展せしめる程の機能資本の体現者として自らを自己貫徹せしめることが出来なかっ

た。以上のような戦後現段階における実態が指し示している内的必然は，第一に小農制生産様式の経済法

則それ自体の論理的必然、同であるとともに，第二にそれをより輩固な基盤の上に再生産してきたところの

特殊日本的な土地制度 これ自体わが国の国独資形制の一環を成すのであるが一一，耕地片の零細分散

錯園制の，その耕地片の集積の上に農業生産を許容する程の，したがって又逆にそれはいかようにも細分

化しうるのであるが，土地所有の固定的性格に規定されているところにある。以上の一般的と特殊的との

統一的論理は，程度の差こそあれ黒野東区農家層のほほ全階層にわたって実態的に確認されるところであ

る。そこで，この零細自作小農＝個別農家層がその零細な土地所有・保有基盤の上で，閏場整備を契機に，

稲作機械化一貫体系を導入実現ぜしめたところの『黒野東区機械化営農組合』について検討しよう。

( I ) 『黒野東区機械化営農組合』の分析

大野町において，第一次農業構造改善事業の第 2ラウンドとして昭和43年度から昭和45年度の 3ヶ年に

かけて実施された事業は土地基盤整備二圃場整備と経営近代化施設＝黒野東区機械化営農組合の設立（そ

の機械施設と生産者組織化〕及び柿植栽（5.7ha・34戸〉，ライスセンター・柿選果場（大野町農協施設と

して地区をこえるもの〕とが導入施工されたものである。このうち，本項の分析は実施に移された圃場整

備のうちの水田21.67haを作業対象とするトラクター・コンパイン・防除機及びその格納庫を保有する「黒

野東区機械化営農組合』（組合員農家45戸〉について試みる。

本組合の構成について一表を掲げる。この一覧表によって本組合の特徴点は明らかである。すなわち，

園場整備が44年の収穫後に開始されて45年の春先に完了して後，本組合が設立され，作業は45年 9月1日

からはじめられた。 55%の補助金を受けて実施された組合設立後今日まで，機械設備は数度にわたって更

新されたがその購入資金は土地改良組合の補助金によって賄なわれた。

第一に，本地区53戸の農家中42戸が組合員になっているのは末圃場整備地区lOha余を残していることか

らきている。ここに圏整地区と末圃整地区との聞の稲作機械化のアンバランスが生じ，非受益農家につい
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第7表 「黒野東区機械化営農組合」一覧表（現況：昭和55年 9月〉

1. 第一次農業構造改善事業の経営近代化施設事業（補助〉として45年度に設立。

事業種目 事業量 事業費

2. 機械施設 fトラクター 46P S l台 3,220千円

｜コンパイン 自脱 2台（ 4条刈） 3,110 

｜農機具格納庫 86m' 1棟 1,350 

L防除機（マウンドダスター 1台追加） 計 7 ,680 

3. 組合員 45名 黒野東区農家 42名

地区外入作者 3名

4. 対象耕地 21. 67ha （水田〉・・ H ・H ・－圃場整備地区

オベレーター兼任

任期 2年 副組合長 ~ 四役 同

輪番制 会計 同

(51年から） 機械班長 同

オベレーター 15 （四役を含む〕

顧問 土地改良区理事 4 

6. オベレーターの構成 (50才代 2名

時間給 800円 ~ 40才代 7 

（日当 8,000円／1人〕 l30才代 6 

農業用特殊免許保持者 14名

員

員

者

工

主
力

t
業

大

差
’
FL
営

築

公

会

白

建

rap－－
ι
1
1
1
1
1
1
J

、I
I
I
I
l
l
1
1
1
1
l

、

3名

8 

2 （火或は木曜休日）

2 （随時休日〉

7. 組合会議 毎月 1回（農業改良組合会議に合せて聞く）

8. 作業計画 6月にたてる。 1日の作業予定は各オペについて黒板に表示する。作業時聞は

30分単位でオベ本人の日報（作業日報表記入〉。オベの出役は10日前に連絡し

て調整する。

9. 利用料金の徴収 農協の各農家口座から自動振込み。

10.作業実績（53年度分〕

作業面積 作業時間 10 a当時間 利用料 10 a当利用料

1,780アール 271時間 1.52時間 887' 172円 4,984円

1, 917 90 0.47 719,725 3,754 

1,845 547 2.96 1, 147' 230 6,218 

86 12.9 0.9 43,000 5,000 

耕起・代かき

防除

収 穫

秋耕起

言十 5' 628 920. 9 5. 85 2 '797' 127 19' 956 

備考 1. 資料は組合資料，役場資料及び聞き取り調査による。

2. 田植機を持たない点でなお全面受託（経営受託〕の条件を欠き，役員構成の点、で土地改

良区理事が顧問になり， 10a当り利用料の安い点が注目されよう。

てだけでなく，組合員農家についても両地区に耕地圃場（水田〉を保有する農家が少なくなく，機械体系

の個別装備と組合装備との二重編制が生じていること，第二に，表中の 6に示したごとく，オベレータ－

15名の就業＝兼業の構成が兼業主体に，否むしろ兼業専従に近い構成をとっていること，このことは例え

ば公務員及び会社員の10名（ 1名を除く）は休祭日作業の他にはほとんど休暇をとる必要がないほどの出

役に留まっていること一一このことは面積及び作業量に比べてオベレーターの数が凱、ことによって可能

となっているが によって組合の主導的担い手にはなり得ないことを示している。自営業者や建築大工

の4名についても事情は同じである。そのことは役員の任期が設立時から次第に短縮してきていることに

も表われている。設立当初の組合長であったs.K.氏は45年から50年までの 6年間その地位に在職したが，
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2代目は3年間在職し，そして 3代目は2年で任期を終えることに決せられている。他の役員についても

ほぼ同様の経過をたどっている。オベレーターについては高令化によって新旧交替が行われ，現14名のオ

ベレーターのうち当初（45年〕から継続している者 6名， 48年に参加した者 1名， 51年に参加した者4名，

52年に参加した者3名となっており， うち 2人は後継者である。しかもこれらの新人者のいずれもが組合

長と顧問で相談し受益反別の多い農家の中から人選し，指名されてなったのである。第三に，本組合は利

用料金が安く，その収益のみではとうてい組合の再生産が不可能であるにもかかわらず，大野町の他の 9

つの機械化営農組合が運営上の困難に逢着している中で，ひとり順調な運営が行われてきているのである。

第 8表 「黒野東区機械化営農組合」決算報告（昭和53年度〉

区分 科 目 金 額 合計に占める%

収
目IJ 年 度 繰 越 金 3,509,054円 43.9 

手リ 用 料 金 2,814,535 35.2 

土地改良組合補助金 1,557 ,000 19.5 

営農組合組織活動費 50,000 0.6 

機械化銀行事務委託戻し金 60,193 0.8 
入

メロ斗 E十 8,000,822 100.0 

人件費（オベレーター賃金〉 952,100 25.6 

役 員 手 当 120,000 3.2 

支
光 熱 費 17,730 0.5 

燃 料 給 油 費 24,000 0.6 

機 械 修 繕 費 131,260 3.5 

ロータリー購入費 680,000 18.3 

水 回 車 輪 費 330,000 8.9 

修 理 用 工 具 費 100,850 2.7 

格 納 庫 増 築 費 557,000 15.0 

共同防除農薬費 589,220 15.8 

コ ン パイ ン袋費 28,000 0.8 

機械銀行事務委託手数料 50,161 1. 4 

保 険 料 7,071 0.2 

出
iてZ』ミ 議 費 81, 730 2.2 

大野町営農組合負担金 20,000 0.5 

雑 支 出 31,790 0.9 

i口斗 計 3,720,162 100.0 

差引残高 4,280,660円

資料は「黒野東区機械化営農組合」資料による。

この点をより詳細にみるために，本組合の決算報告について第8表を掲げる。本表によって明らかなごと

く，まず支出の欄をみるに，支出合計3,720千円余に対して，減価償却費及び剰余金積立金が計上されてい

ないにもかかわらず償却機械の購入費が167万円弱，支出合計の44.8%も占めているのである。これが可能

なのは収入欄に計上されている土地改良組合補助金にある。利用料収入に比較してその55%に相当する額

155万円余は本組合の機械及び建物の購入費や修理費に充当することを前提として毎年恒常的に補助され

ているもので，その為に本組合では極めて安い利用料金水準を保持することが可能になっているのである。

それ故にまた，役員構成の中に顧問＝相談役として 4人もの土地改良組合理事を加えているのである。こ

うした補助金収入に支えられて，安い利用料金体制をとっている背景には，土地改良事業の過程で生じた

豊富な資産とその利子収入とを何らかの形でムラ共同体成員に還元していく必要があったことと，土地改
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良組合も営農組合もいずれもムラの組織であり共同の財産であるとし、う村落共同体的な意織構造が存在す

ることからくるのであり，そうした蓄積と意織とに機械化営農組合の運営が支えられているのである。こ

のことは又，営農組合の役員及びオベレーターが利用料金を引き上げて自前で運営していくことは組合利

用が減ずることになるとして現状を肯定するとともに，自分たちの出役がムラへの奉仕で、あるとし、う使命

を感じて賃銀には不王子を云わないとしていることにも現われている。こうした本地区の特殊な事情と財政

とに支えられて稲作機械化の今日の水準が維持されているのである。他方，田植機の導入は， 45年県の補

助によって 4台は入ることになったが，すでにこの段階で， 3人から 6人程度のグループごとに回植機の

共同所有が成立してきており本組合で導入しても利用者が期待できなくなっていたため，これを各グルー

プに購入せしめて田植作業については個別ないしクψ ループで対応することになった。かくして，個別ない

しクソレープの農作業には回植・施肥・除草・水管理・四隈刈り・収穫籾の運搬（農協カントリーエレベー

ターまで）などかなりの部分作業を残す形となった。それと集落以南の未圏整地区稲作の個別作業とがあ

り，ここに稲作機械化一貫体系は個別経営と営農組合との二重の生産編制によって相互補完される形態が

成立したのである。しかも営農組合の性格が一つの経営体として自立化していくのではなくムラ共同体の

論理に埋没した性格のものとして，個別小農経営を補充する段階に留まり，かくして新たな機械化営農を

確立し得たのである。

(II）小括機械化営農の現段階。

40年代には入って全国的に族出した集団的生産組織二機械化営農組合は，稲作機械化一貫体系の技術的

確立を前提として，個別零細小農経営＝自作農民が個別では対応し切れないところからムラないしクソレー

プ単位の共同の形で設立されたものであった7）。ここに，稲作機械化一貫体系は零細自作小農の生産編制を

その基体においては変革することなく，むしろそれを補充する形で、っくり出されたところに一つの基本的

特質があったとすることができる。『黒野東区機械化営農組合』はそうした形制のーっとして，第一次農業

構造改善事業による補助金を受けて，圃場整備との相互規定的関係の線上に，本地区の特殊な条件に支え

られて， 45年の設立以来今日までその順調な運営を可能にしたので、ある。それは大野町における他の 9つ

の営農組合の運営の不振と対比してみれば明らかである。しかしながら本地区のそれが特殊な事情の故に

そうなったというよりも，もともと稲作機械化体系の今日的水準一般が営農組合をして一つの経営体ない

し企業体として自立化させ得る程の経済循環・蓄積を可能にする水準のものではないのである。なぜ、なら

ば，営農組合が経営体ないし企業体として自立化し拡大再生産されるためには零細自作小農それ自体の内

部において農民層分解の法則が貫徹し，農業生産部面における基本的生産用具として作用する土地を一身

のうちに集積していく程の企業的中核的農民層の析出が前提として実存しなければならないのであり，も

しもかくの如き中核的農民層が成立する条件があるならば，営農組合というような集団的生産組織を経過

する条件も又成立しなかったであろうからである。したがって，『黒野東区機械化営農組合』の設立とその

再生産が示すところは零細農耕の生産編制が土地所有の耕地片零細分散錯圃制の線上で，新たな稲作機械

化一貫体系の農業技術水準に対応せんとした一つの偏僑形態を現わす程のものに他ならなかったとするこ

とができる。ここに改革後現段階における自作農的土地所有＝自作農経営の一つの変容化した姿を見るの

である。

附記。小農制的生産様式の経済法則について。

以上，改革後自作農的土地所有＝自作農経営は30年間の歴史過程において，一定の生産力発展を経過し，

零細農耕の生産編制に一定の変容化がみられたのであるが，小農制的生産様式としての形態と性格に質的

な転化が生じた訳ではなかった。それは，小農制的生産様式の経済法則が単純商品生産（小商品生産）一

般とは異なる独自の法則を有するところに，その第一義的な要因が伏在しているからであると考えられる。

本編では，この点は唯指摘をするに留めてある。カール・マルクスは，文献 3）に於いて，「資本制地代の

発生史」としての視点から，この問題を示唆的に展開するに留めている。それ故，小農制的生産様式それ

自体の経済法則の解明は今日に至るもなお残された課題として我々の前に置かれている。それは，マルク

ス経済学における市場価値法則の吟味にはじまり，資本制地代とりわけ絶代地代と差額地代の再検討を経

て，小農制生産物の価格法則と土地価格法則の解明によってはじめて到達されなければならないであろう。



柳田洋吉：耕地分散錯圃制に関する研究 43 

本編ではこれを割愛した8）。
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生産力格差とは一体何であろうか。一見して明らかなことは，土地面積の可除部分すなわち，単位面積当りの

「資本」量に差異があるということである。つまり集約度に差異があるということである。したがって，経営

面積差による生産力格差として現象したところのものはその実「資本」差による生産力格差の反射ではないの

か，ということである。勿論，経営単位（＝生産単位）でみる限り，オーバーヘッドコスト（一定費）のごと

き面積に比例しては増減しない「資本」部分も実存し得るであろうが，論理時限ではそれは捨象されている。

「一方の条件は他方の条件を否定する」関係にある。

だがそれにもかかわらず，経営面積差による生産力格差の実存とし、う指摘は事実的にばかりでなく論理的に

も重要な内容を含みうるものである。田代が提示しているごとく，土地差（豊度差，位置差及び面積差）にも

とづいて小農経営諸階層間に生産力格差が生じているという事実を小農生産物の価値及び費用価格視点から

みるならば，それが小農制的生産様式が単純商品生産（小商品生産）一般とは異なる独自法則の基本的要因（条
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重要な根拠を提示しているのである。
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