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農産物価格論の破綻

佐  イ白  尚  美

1.低調な学会論議

最近,一部の農業経済学者の間で「日本農業解

体」という言葉が流行 している。だが,あえて率

直にいわせて もらえば,「解体」 しているのは日

本農業ではなく,む しろ農業経済学であり,既存

の学問体系ではないのか。私がそうした印象を強

くもつのは,現在の日本農業の最大の焦点である

農産物過剰問題一とくに米過剰問題一について ,

農産物価格論のサイ ドからほとんど有効な接近が

なされないまま,研究の混迷と沈滞が続いている

ことによる。

日本農業経済学会はこれまで二度にわたって農

産物過剰問題を大会の共通論題として取上げてき

た。すなわち,昭和 53年度大会の「農産物価格

問題 と日本農業」と 61年度大会の「水田利用再

編と農業生産力構造」とがそれである。テーマと

してはきわめて適切であり,誰 しも農産物過剰問

題の原因,形態,意義等について本格的な論議が

かわされることを期待 したことはいうまでもない。

だが,そ うした期待は完全に裏切 られた。 くわ し

くは学会誌を読んでもらうとしても,農産物過剰

と米価との関連についてほとんど議論らしい議論

がかわされることなく,両大会とも終って しまっ

たのである。

例えば 53年度大会で米価問題を論 じた臼井晋

氏 (「米価問題の現段階的意義」)は「米価問題は ,

じっさいに設定ないし決定たれた現実の米価,あ

るいは決定されるべき米価が,政策的に保証 して

いる (あ るいはすべき)水準は何を意味しているの

か。あるいは現実の米価によって,生産や消費が

いかなる影響をうけるのかといった,価格水準に

かかわる問題に集約される」
1)と

一旦はいいなが

らも,結局のところ,米価水準と米過剰との関連

についてはほとんどふれることなく報告を終って

いる。 この報告で僅かにこれに言及されているの

は,「米の『過剰』については,生産面では他作

物との関連で米に偏重 しつつあり,消費面では摂

取量の停滞が続いており,量的な生産と消費の不

均衡が生 じていることは周知のとおりであるが ,

生産者にとって正常な価格で売れない価格抑制の

インパ ク トが強まっている」
2)と ぃうくだりだけ

であるが,こ れは単なる現象の指摘であり,要因

の分析ではない。米価水準の生産・消費への影響

いかんという氏自身の問題設定についてはまった

く何事 も答えられていないのである。その結果 ,

同報告へのコメンターである樋口貞三氏から「農

産物価格問題として,米 ,酪農,みかんが取 りあ

げられたことからして,そ の論議の焦点が過剰間

題に合わせられることを期待するのは当然である

し,と くに米価問題となればなおさらである。 し

かし臼井報告の場合,平均以上の労力がこの点に

投入されたという痕跡は見当らないようであり,

どうも気になるところである」
3)と

やんわりと皮

肉られている。正確には「平均以上の労力が投入

されていた」のではなく,こ の問題を避けること

に「平均以上の労力が投入された」というべきで

あろう。

こうした傾向は 61年度大会になるとさらには

なはだ しい。「水田利用再編と農業生産力構造」

と題するこの大会では,当面の米問題についての

4つ の報告 (宇佐美繁「農業生産力構造の現段階的性
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格」,加古敏之「生産調整前後における稲作の問題」,

鈴木幹俊「水田利用再編下の農地問題」,北出俊昭「米

の生産調整と農産物価格政策の課題」)が行なわれた

にもかかわらず,そ こで論 じられたのはもっぱら

米過剰の結果ないし影響についてであり,過剰と

米価との関連についてはまったく論 じられていな

い。これはまことに驚 くべきことといわなければ

ならない。米過剰問題を論ずるとすれば,何より

もまず価格水準との関係が問題とされねばならな

いことは,高校生でもわかっていることである。

ましてや現在のわが国のように,米価水準が政府

によって上から一律に決められるような仕組みに

なっている場合にはなおさらのことである。そう

した政策米価の水準が米需給に対 してどのような

影響を与えたのか,よ り端的にいえばそれは果 し

て高かったのか低かったのかという点 こそ,問題

解明の基本的前提でなければならない。日本農業

経済学会という権威ある学会の大会でそれがなさ

れていないというのは研究者の怠慢というよりは

むしろ堕落である。

むろん,以上のような風潮が研究者のすべてで

はない。これに対 して,学会内部から強い批判の

声があることもまた事実である。例えば本間正義

氏は 53年度大会に対 して「この過剰問題につい

ては,農政への批判とともにわれわれ農業経済関

係者の自省こそが出発点となるべきだと思うのだ

がどうであろうか。この問題に対 して明快な解答

を持たず,政策提言への迫力を欠くわれわれに自

己批判する必要はないのだろうか。少なくとも,

これまでのわれわれの分析をきびしい内部告発の

下にさらす必要があるのではなかろうか」
4)と

き

びしく批判している。きわめて当然の発言である。

同様に持田恵三氏は 61年度大会における議論が

農業サイドの問題に終始 していることに対 して ,

「はっきりいってこのような発想は農業サイドか

らの自己都合的発想に止っていると思います。・・・

…その合理性は農業内的なものに止っている。農

業外の世界では通用 しない」
5)と

して異議申し立

てを行なっている。これもまた, しごくもっとも

な批判である。だが,こ れらの正論も学会内部で

はなお少数派にとどまっているようである

それでは,以上のような研究の停滞と堕落を招

いたものは一体何であったのか。これについては,

形式的農業中心主義,公式主義,権威主義など,

学会内部にはびこる古い体質をあげることも可能

であろう。だが,こ こではそうした学問外的な事

情 もさることながら,学問内的な事情の方がより

一層重要である。いいかえれば, これまでの農産

物価格理論の展開そのもののなかに,過剰問題と

の正面きった取り組みを遼巡させ,忌避させるよ

うな要因があったのではないかということである。

低米価論がそれであり,わが国の米価は理論的に

みて,あ るべき水準をみたしえていない低米価で

あるということが,従来の農産物価格論研究の不

動の結論として据えられていたのである。問題は

まさにその点にある。

2.米過剰と “低米価論"

戦後のわが国における農業経済学研究のなかで ,

農産物価格論は農民分解論と並んでつねにその中

心を しめ続けてきた。有名なマルクスの命題 ,

「かくて分割地農民が自分の土地を耕作するため
,

または土地を耕作用に買うためには,正常な資本

主義的生産様式のばあいと異なり,土地生産物の

価格が彼に平均利潤を一ましてや地代の形態で固

定された, この平均利潤をこえる超過分を一もた

らすだけ謄貴することは必要ではない。 したがっ

てまた市場価格が生産物の価値または生産価格に

まで謄貴す ることも必要ではない」
6)を

出発点と

しながら,そ うした小農一般についての農産物価

格の決定法則が,特殊日本的状況の下でいかに部

分的に修正されつつ自らを貫徹するか,と いう方

向で研究が進められていったのである。細かなニ

ュアンスの差を無視 していえば, これについての

解答はわが国の農産物価格は原則的には限界農家

ないし限界投資の費用価格 (C+V)以下の水準

で決まらぎるをえないということであった。農家

が兼業収入によって家計の一部をカバーしつつ農

業生産を続けている限り,農産物価格がV(可変

資本)を償いえなくともなお農業生産を継続 しう
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るというのである。人によっては,農家労働力が

兼業化する場合の兼業労賃水準の低さから農産物

価格の低位を説明することもあるが,そ うした違

いはここではどうでもいいことである。いずれに

せよ,日本の農産物価格はマルクスのいう小農の

費用価格水準をもみたしえない低水準であり, し

たがってそれは理論的に想定されるあるべき水準

ないし正当な水準を下回る “低米価 "であるとい

うのがほぼ共通 した基本認識であった。

以上を当然の前提として,農産物価格論のその

後の展開はいかにこれを日本的条件のなかで具体

化 し,あ るべき米価水準を理論的 。実証的に確定

するかという点に集中 していく。価格規制的な限

界農家とはいかなる階層であり,そ れはどのよう

なメカニズムで価格規制的に作用するのか。 V水

準を規定するものは農家の生活費かそれとも兼業

労賃収入か,前者とすれば農業労働の繁閑にとも

なって生ずるアイドル・ レイバーはどのように考

えるのか,ま た後者とすればどのような農外労働

市場に見合うべきものと考えるべきか。価格水準

の決定に地代は入り込むのか,入 り込むとすれば

それは絶対地代なのか,そ れとも差額地代なのか。

開墾費に代表されるようないわゆる土地に合体さ

れた資本は価格水準の決定にさいしてどのように

取扱われるべきか。商品生産農家と飯米自給農家

という米作農家における経営の類型差をどのよう

に考えるべきか。

およそ以上のような議論が,農産物価格の決定

に関連 して次々に積み上げられていったのである。

それはその論点の多彩さにおいても,ま た議論の

精密さにおいても,戦後の農学経済学研究の一つ

のピークをなすものだったといっていい。こうし

た研究史の詳細については,すでに大塚昭治氏の

簡潔な紹介があるのでここでは省略すど
)。

ところで,以上のような形でわが国農産物価格

の低位性を追求 してきた農産物価格論は,昭和 40

年代に入ると決定的なジレンマに直面する。いう

までもなく,米の過剰が顕在化 し, しかもそれが

一時的な過剰ではなく,長期的・構造的な過剰で

あることが時をおうごとにますますはっきりして

きたからである。こうした事態をこれまでの農産

物価格論の論理でどのように説明するのか。従来

の農産物価格論に従えば,わが国の米価は費用価

格 (C+V)以下の “低米価“であり,限界農家

の再生産を補償 しえないものであった。とするな

らば,そ のような “低米価"の下でなぜ米過剰が

生ず るのか。“低米価 "と いう従来の論理を貫ぬ

く限り,現実に生じている米過剰は仮象であり,

“本質的 "に 米過剰は存在 しないと強弁するか ,

さもなければ米過剰をもたらしたものは政策米価

の高位性であることを認めて,従来の農産物価格

論の “低米価"と いう規定を放棄するしかない。

一言でいえば「理論」をとるか「現実」をとるか

という,の っぴきならない選択の前に研究者は立

たされたのである。 こうした難問に直面 して,研

究者の農産物価格論に対する姿勢 も微妙に分化 し

ていくことになる。

まず,伝統的農産物価格論にあくまでも固執し,

米過剰の存在を本質的に認めないという “勇敢な"

議論がある。これを代表するのが宇佐美繁氏であ

る。氏は「理論的な米価は,限界地に立地する平

均的な経営の費用価格 (C+V)を保証するもの

でなければならない」
8)と

したぅぇで,わが国の

米価は一貫 してそうした基準をみたしえなかった

“低米価 "であることを力説する。例えば次のご

とくである。「ちなみに,『高米価』『政治米価』

と批判 された 60年代においても,単収 370キ ロ

前後が費用価格の保証される限界地であった。当

時の必要需要量を確保するための限界地の単収は

250キ ロ前後であった。わが国の米価が,必要生

産量を確保するための真の限界地の『生産費』と

『所得』を保証 したことは,一度たりともなかっ

たのである」
9)。 「水田利用再編と米価据え置き政

策が とられた 78年以降は,そ の低い賃金で評価

した生産費さえも保証されなくなり,費用価格が

保証 される限界地 (の 収量水準)② と必要生産量

を満たすための限界地 (の収量水準)③ とが年々

乖離 していった」
10)。

要するに,氏はわが国の米

価は一貫 して限界地の費用価格をつ ぐないえない

“低米価 "であり,そ の程度に生産調整下におい
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て一段とはげしくなったというのである。仮にそ

うだとするならば,そ うした “低米価"によって

何故に米過剰が生 じたのかという素朴な疑間がま

ず生ずるのであるが,その点について氏は「労働

が正当に評価されないからといって,す ぐに転職

出来るような条件を多 くの農民はもっていなかっ

た」・
)と いうにとどまる。総 じて氏には,米価水

準の高さが米過剰をもたらしたという認識がきわ

めて稀薄なのである。

しかも,奇妙なことに,その反面では現在の米

価水準はいちじるしい “低米価“であり,米過剰

どころか米不足をもたらしかねないと氏はいうの

である。例えば次のごとくである。「農民層の階

層性を考慮 した場合であっても,今 日の米価水準

は文字どおりの低米価であり,理論的にいえば米

不足に帰結せざるをえない必然性をもつものであ

る」
12)。 こうした「理論」を一体われわれは何と

評すべきであろうか。わが国の米作は,一方では

300万 トンにもおよぶ膨大な潜在的過剰生産力を

かかえ,生産調整がますます強化されようとして

いるし,他方では国際価格に比べて 10倍近 くも

高い “高米価“水準であることが批判されている。

こうした現実は宇佐美氏にあってはまったく目に

入 らないか,入っても学問的検討に値 しない仮象

で しかないのである。宇佐美「理論」によれば ,

現在の米価は言語道断な “低米価"であり,そ れ

は近い将来 “米不足"を もたらすものだというの

である。こうした論理からいえば, これまで行な

われてきた生産調整はムダであるばかりでなく,

完全な間違いだということになろう。理論もここ

までいけば,信仰に近い。現実はどのようであろ

うとも,理論の正当性は揺がないという信念であ

る。何や ら戦時中の “必勝の信念 "を連想 して ,

肌寒 く感 じるのは私だけではあるまい。ただし,

救いはこうした “低米価"理論は,宇佐美氏が熱

烈にアッピールしようとしている当の農民自身が

もはや信用 していないという点にある。

以上の宇佐美「理論」が従来の農産物価格論を

もっとも忠実に遵守 し,こ れを正確に現状に適用

しようとしたため,完全な現実無視になった好例

である。さすがにこうした極端な議論は現在では

少数派となってはいるが,し かし,そ こまでいか

ないまで も,消極的な “低米価"理論は現在でも

かなり根強い。宇佐美氏のようにスッキリと “低

米価 "で現状をわりきらないものの,イ ンプリシ

ッ トに従来の農産物価格論 (低米価論)を保持 し

たまま,何 らかの形でこれを現在の米過剰とを結

びつけようとする議論である。むしろそれが現在

の学界の主流といっていいかもしれない。こうし

た消極的 “低米価"論 には次のようないくつかの

タイプがある。

第一に,理論と現状分析との分離論であり,農

産物価格論としては従来の “低米価 "論を主張 し

ながらも,過剰についてはこれを異なる論拠で説

明 。対処 しようとするものである。 こうした二元

論を代表するのが梶井功氏である。例えば梶井氏

はいう,「 “生産費ならびに所得補償方式"と いう

名称の算式で計算された米価は,限界収量地の第

一次生産費をギリギ リまかなったにすぎず,そ の

意味では所得均衡的米価だといえるレベルではま

った くなかった」
13)。

「生産者米価はあるべき最

低価格で しかなかったことからいえば,こ の期に

増大する食管赤字は,ま さに消費者保護のための

財政負担だったというべきであろう」
14)。

それでは,一体何を根拠として生産者米価は

“低米価 "と いうのか。この点になると梶井氏の

説明はかなり複雑であ り,① 米価が勤労者との

所得均衡を達成 しえなかったこと
15),②

生産者

米価の第一次生産費に対する比率が戦前とほぼ同

じ 1.9倍 にとどまっていること
16),③

地代が本

来あるべき水準より低い統制小作料で算定されて

いること
17),④

米の国内自給が達成 されていな

ぃこと
18)な

どといった,い くつかの理由があげ

られている。それぞれについて,細 かにいえばいろ

いろな問題があるが, ここでは立ち入らない。梶

井氏が農産物価格論としては伝統的な低米価論に

のっかっていることを確認 しておけば十分である。

こうした “低米価 "論にもかかわらず,他方 ,

昭和 43年以降の米過剰について,梶井氏はきわ

めて柔軟で,現実的な路線を提言する。すなわち ,
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限界必要数量を基準とする生産者米価の決定とい

う提言がそれであり,米生産費の分布曲線をとり,

そのなかの国内需要に見合う分の農家の生産費を

基準として米価を決定すべきだというのである
19)。

こうした議論は,その裏側としてそうした限界必

要数量以下の農地 。経営に対 して集中的に転作を

行なうべきだという,水田利用再編政策について

の提言をふ くむことになり,当然米価水準の引下

げもインプリシットに含意 している。

このように,梶井理論においては抽象的な農産

物価格論と現実的な米過剰への提言とが完全に分

離 している。先の宇佐美氏との対比でいえば,前

者が米過剰にもかかわらずあくまでも「低米価」

理論を貫ぬこうとして現実との矛盾を暴露 したの

に対 して,後者は逆に「理論」の一貫性を放棄 し

て現実への対応を図ったといっていい。それだけ

政策論としては一定の意味をもったことは事実で

あるが,農産物価格論としては論理的に破綻 して

いると断ぜざるをえない。少なくとも,氏の従前

か らの “低米価論"の延長線上にこうした提言が

ないことはたしかである。

なお,こ れについて「梶井氏も高米価説を否定

しているが,積極的に低米価説を主張 しているわ

けではなさそうである」
2の

とする犬塚氏の弁護論

があるが,こ れはどうみても無理筋というもので

あろう。全体の論理構成からいって,梶井氏がき

わめて “正統な"低米価論者であることは間違い

ない。その何よりの証拠は,梶井氏が過剰を米価

水準との関連で説明していない点にある。その点

では常盤政治氏の次のような梶井理論批判の方が

的を射ているといっていい。「梶井氏のいわれる

ように昭和 36年以降『あるべき水準よりも政策

米価がむしろ低目にきめられていた』とすれば ,

その政策米価によってその生産費がカヴァーされ

ない水田がなぜ自動的に耕作圏外に放逐されなか

ったのであろうか。自動的に放逐されれば,『米

過剰』は生ぜず ,F減反』政策の必要 もなかった

はずである。梶井理論ではこの点が説明できな

ぃ」
21)。 これはひとり梶井理論に対 してのみなら

ず,伝統的農産物価格論に投げかけられている決

定的問いかけである。

以上,梶井氏は理論は理論,現状分析は現状分

析という二元論で処理 しようとした。あるいは ,

同 じことであるが,昭和 43年以前は低米価,以

後に高米価という形で処理 した。そこに実証主義

者としての梶井氏の真骨頂があったというべきで

あろう。 しかし,こ れによって農産物価格論の首

尾一貫性は完全に放棄されたのである。

第二に,論点のスリ替え論ないし原因転嫁論で

あり,伝統的農産物価格論 (低米価論)を固持 し

ながらも,米過剰については米価とは異なる要因

から説明 しようとするものである。こうした議論

を代表するのは常盤政治氏である。常盤氏の米過

剰についての説明は次の二つから成っている。一

つは相対価格論ないし相対収益論であり,い ま一

つは兼業農家米価無反応論である。それぞれにつ

いて次に簡単にみていくことにしよう。

まず ,前者について常盤氏はいう。「では,な

にゆえ米『過剰』なる現象が生 じてきたのだろう

か。 1962～ 63年 を ピークに米の消費量が減少 し

はじめたという需要要因もあるが,作日間の収益

性バランスに配慮を欠いた単品割の農産物価格政

策が重視さるべきである。・……このようなアンバ

ランスな価格政策の下では相対的に有利な米だけ

が作付けられて裏作作目の作付が放棄されるのは

理の当然であり,裏作の放棄が水稲反収の増加に

結びついたことも見落せない」
22)。

要するに,常

盤氏の米過剰についての認識は「米が高い」か ら

ではな く「他の作物 が安い」 からだというので

ある。こうした主張はひとり常盤氏のみならず伝

統的農産物価格論者こ広 くみられるところである。

だが, こうした主張は明らかに論点のスリ替で

あり,極端にいえばゴマカシで しかない。米の生

産費を一義的に規定するのは米価であり,それ自

身の収益性いかんである。米価が高ければ米生産

は増大するし,低ければ減少する。こうした基本

的関係をふまえた後に,は じめて他作物との代替

が二義的に問題になるにすぎない。そのことは,

次の点を考えただけでも明らかであろう。米価が

低 く,それによって生産コス トを償えなければ ,
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であろうし,逆の場合は逆である。そもそも伝統

的農産物価格論が絶対的価格水準について “低米

価 "をいいながら,過剰について相対的価格関係

をいい出すこと自体が矛盾 しているのである。こ

うした “相対的高米価論"が米過剰について何物

も積極的に説明しえていないことは明らかである。

それでは,後者についてはどうか。常盤氏は

「原論的経済主体を前提とするかぎり,と うてい

継続 しえないはずの稲作商品生産が存続 してい

る」
23)事

実を指摘 し,こ れについて次のようにい

う。「そのような零細農が広範に実在するなかで
,

『限界生産農家階層』以上の上層農の稲作生産が

増加し,しかも需要が停滞ないし減退 してゆけば ,

米『過剰』が生ずることにならざるをえない。要

するに, ここでは生産量を償いえないほど低い政

策米価でも零細農を耕作圏外に放逐 しえないメカ

ニズムとなっているのである」
24)。 これは現実の

米価問題を考えるうえできわめて重要なポイント

である。これと同じような指摘は例えば持田恵三

氏によっても,次のようにいわれているところで

ある。「原論的なモデルは全経営の供給行動を同

質のものとみているわけですが,現実には専業農

家と二種兼業農家の米作行動は異なったモデルで

あることは,皆 さんもよくわかっている。モデル

の差によって価格のもつ意味は異なるわけで,現

実的なモデルを前提として価格政策を考えねばな

らないと思います」
25)。

以上の事実認識のもつ意味については改めて後

に考えるとして,さ しあたり伝統的農産物価格理

論との関連でいえば,以上は市場価格規制的な農

家階層が商品生産農家の限界層であることを示唆

している。けだし,米価水準の上下に応 じて供給

量を増減させるのはこうした農家階層だからであ

る。仮にそうだとするならば,そ うした類型区分

なしに漠然と限界生産者を想定 し,こ れを基準に

米価の高低を論 じてきた伝統的農産物価格論はそ

の根本的修正をよぎなくされるはずである。つま

り,常盤氏の提起 した第二の論点は,氏自身の価

格論に対する鋭い批判となってはね返ってくるこ

とになる。これに対 して,常盤氏はどのように答

えようとするのであろうか。

第二に,絶対的低米価論とでもいうべき議論が

ある。ここで絶対的というのは,伝統的農産物価

格論をふまえつつ,過去 も現在も,生産調整以前

も以後 もひとしく “低米価"であるというのであ

る。こうした奇妙な議論を主張するのは岩谷幸春

氏である。 これについてはごく簡単に紹介してお

けば十分であろう。

氏は伝統的な農産物価格論をふまえたうえで ,

戦後の各時期における米価水準が限界生産者の C

+Vを みた しえなかった “低米価"であることを

「論証」する。ここまでは,多 くの “低米価"論

者とほぼ同じである。ユニークなのはその次であ

る。以上をふまえて次のようにいう。「今日,相

当な食管赤字と米の構造的過剰の下で,半ば強制

的な生産調整が行われながら,同時に米価抑制政

策がとられているが,こ のような米価政策は,理

論的にも政策的にも大いに問題である」
26)。

それ

では,ど うすればいいのか。氏の説 くことはこう

である。「米の長短期な需給均衡をはかるため ,

生産調整が行われ,毎年その目標が確実に達成さ

れている以上,生産者米価 (市場調節価格,長期需

給均衡価格)に ,最低限,他産業平均賃金並みの

費用価格 (C+V)水準が支持 されるように支持

されるべきである」
27)。

一体 これはどういう「経済理論」であろうか。

系統農協が運動論としていうのならともかく,研

究者がこのような認識をもち,こ のような提言を

行 うというのは,そ の良識 (常識)を疑わざるを

えない。そもそも氏には一貫 した “低米価"の下

で何故に米過剰が生 じたかという疑問も想い浮ば

ないらしい。そればかりではない。米の構造的過

剰の下で米価抑制政策―それが果 して真の意味で

の抑制であるか否かは問題であるが一がとられる

こともお気に召さないらしい。生産調整で需給均

衡が実現されている以上,米価を限界農家の費用

価格の水準にまで引上げろというのである。米価

を引上げた場合,米の潜在的過剰がその分だけ強

まり,生産調整面積がそれだけ拡大するか,さ も
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なければ自由米の流通が拡大 して生産調整が空洞

化 していくという問題は,ま ったく氏の考慮外に

ある。ひたすらに氏が強調するのは,米価のある

べき水準は C+Vで あるという一点のみである。

悪しき公式主義の典型がここにあるといっていい。

どうやら「理論的にも,政策的にも大いに問題」

なのは氏の頭脳構造のようである。

以上にみてきたように,従来の農産物価格論一

低米価論一を維持 したまま米過剰をその延長線上

で説明 しようとする試みは,いずれも論理的破綻

を明白にするか,さ もなければ両者の関連に頼か

むりするしかなかった。靴に足を合わせようとす

る試みが失敗 したとすれば,次は足に靴を合わせ

るしかない。理論によって現実が説明できなけれ

ば,その理論自身の再検討が必要となる。これは

「科学は常識に反する」などと意気がっていれる

ようなケースではないのである。とするならば ,

そもそも従来の農産物価格論にはどのような欠陥

があったのか,その基本的論理構造なり,現実ヘ

の適用なりについて,どのような問題があり,ど

のような修正が必要なのか。こうした視点から伝

統的農産物価格論の枠組みそのものを改めて見直

してみるべき時点に,われわれはさしかかってい

るといわねばならない。

3.農産物価格論の難点

わが国における伝統的な農産物価格論一むろん

この場合マルクス経済学における農産物価格論一

は,マルクスの「資本論」における分析をふまえ

つつ,そのわが国への適用についてきわめて精緻

かつ膨大な研究を積み重ねてきた。その点では,抽

象理論としてはきわめて高い水準にあり,世界に

誇つていいかもしれない。この場合,と くに抽象理

論と断わったのは,それが抽象的理論モデルない

し原論の直接的応用問題として行なわれてきたと

いう意味である。問題はまさにその点にある。農

産物価格論がいわば経済原論の応用問題 として極

度の抽象レベルで展開されてきたため,そ の現状

分析への適用にさいしても,現状分析 として当然

おさえられておかねばならない社会経済的前提な

いし枠組みが見失なわれ,いわば原論と同レベル

のものとして展開されていったのではないか。い

いかえれば,抽象的な農産物価格のモデル分析と

現状分析 とが区別されることなく,混同されてし

まったのではないのか。そうした現状分析の前提

としてとくに重要なのは次の諸点である。

第一に,需要の問題についてである。抽象的理

論モデルにおいては,需要は所与のものとされ ,

供給はそれにみあっていることが前提されている。

いわば需給均衡モデルである。農産物価格論にお

いて C+Vと いう費用価格が問題 とされるのは

まさにそうした論理次元においてなのであり, こ

うした需給均衡が達成されてはじめて供給側の条

件が市場規制的に作用 しうるのである。原論ない

し理論モデルとしてはこうした形でしか問題をあ

つかいえないし,需給均衡を前提にして一定の法

則性 も明 らかにしうる。需給不均衡を前提にすれ

ば,価格は需要と供給によってきまるとしかいい

ようがないのである。 これに対 して現状分析 レベ

ルでは,明 らかにこれと異なる。そこでは理論モ

デルでは捨象されていた需要そのもののあり方こ

そがまず問題とされねばならないのである。需要

が供給を上回る場合には農産物価格は C+Vを

超えて謄費するであろうし,遂に需要が供給を下

回る場合には価格は C+Vよ り低下するであろ

う。そのことは,そ の時点々々では,C+Vが 必

ず しも価格規制的にははたらかないことを意味 し

ている。

そればかりではない。以上では市場規制的な C

+Vと いう価格を既知のものとしてあつかって

きたが,実際には C+Vは 事後的 。平均的に明

らかになるだけであって,最初からはっきりして

いるわけではない。短期的な変動をふくみながら,

同時に長期的・趨勢的には C+Vも たえず変化

していると考えなければならないからである。

以上のように考えてきた場合,伝統的農産物価

格論のかかえる基本的欠陥もおのずから明らかで

あろう。それは需要の問題を完全に無視 して,価

格水準はもっぱら供給サイドの条件のみによって

決定されるとしてきた。いわば需給均衡モデルを
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暗々裡に前提 してきたのである。需給がそればど

大きく乖離 しない局面ではそれでも大きな問題を

生 じなかったとしても,最近のように米過剰が構

造化 している局面では大きな問題となる。こうし

た状況下では理論的に想定 される C+V水 準も

大幅に低下 し,梶井氏のいう限界必要数量に近 く

なる一もちろんそれと同じではないが一と考えら

れるが,従来の農産物価格論ではそうした考慮が

入り込む余地がないからである。最近の農産物価

格論がいちじるしく現実離れ したものにならざる

をえなかった理由の一つはその点にある。

第二に,国際関連についてである。 これまでの

農産物価格モデルにおいては,国際関連の問題は

完全に捨象されていた。これはある意味では当然

である。農産物価格問題をある程度理論的に解明

しようとすれば,異なった価格体系の下で生産さ

れ,複雑な社会的 。経済的条件の下で輸入されて

くる外国農産物の問題をそこに混入 して,同時に

論ずるわけにはいかない。理論モデルはどうして

も抽象的にならぎるをえない。だが,1由象的な理

論レベルではそれでいいとしても,現状分析論と

してはそれですまない。いずれの国においても農

産物需要が純粋な国内生産だけでまかなわれてい

るわけではなく,輸出入を通ずる農産物の国際移

動が当該国の農産物価格のあり方に一定の影響を

およばしているからである。農産物価格の現状分

析には,当然 こうした問題を射程に入れぎるをえ

ない。ただし,この点についてはやや複雑な問題

がある。こうした国際的農産物貿易の問題をどこ

まで理論的に取扱いうるかという問題が生ずるか

らである。周知のように, これについては労働価

値説を国際貿易の場にまで直接に適用 しようとす

る国際価値論と,労働価値説の適用を断念 し国際

貿易を原則として一国内部における部門別生産性

格差から説こうとする比較生産費説との対立があ

る。これについて細かに立ち入っている余裕はな

いが,個別農産物価格の実態分析という現状分析

論の課題に照 してみれば,いずれも不適当であり,

直接に理論的武器となりうるものではない。前者

は本来比較不能な各国ごとの労働力 (V)を無理

に統一基準で評価 しようというものであるし,ま

た後者は各国内部の農工間の生産性格差から農産

物貿易を説明するにとどまり,個別農産物の価格

水準そのものを説明するものではないからである。

いずれにせよ,農産物価格の国際関連をみるに当

つては,当該農産物の生産事情,国際取引の実態 ,

各種の制度的条件などをふまえて,個別的・具体

的にするしかないのである。そうした視点を忘れ

て,抽象的な価格モデルの内部のみに議論が開踏

していたところに,これまでの農産物価格論のい

ま一つの欠陥があった。

第三に,こ れまでの農産物価格論においては,

しばしば理論的に「あるべき価格」と政策的価格

と現実の価格との三者が混同して論 じられる傾向

が強かったことである。とくにそうした傾向が顕

著にみられたのは米価においてであり,その点は

日本的特殊性をしめすものといっていい。食管制

度の下では米価は政府によって上から一元的に決

められる仕組みとなっていたこと, しかも大部分

の期間を通 じて政策米価の決定方式が生産費を基

準とする方式一いわゆる直接方式―で決められて

きたことが,こ うした混同を必然にしたのである。

だが,こ の三者はいうまでもなく同一ではない。

理論的に「あるべき米価」とは,あ くまでも抽象

的理論モデルのなかでのみ設定可能な米価であり,

現実にその水準をみつけ出すのは不可能である。

例えば限界地という概念一つを取り出してみても,

理論的には限界地の投資が価格水準を決定すると

規定することは容易であるとしても,これを現実

のなかで確かめることはいかに「米生産費調査」

を綿密に分析 してみても不可能である。 もともと

「米生産費調査」は農家経営を単位 とする収支計

算であり,土地を単位とするそれではないからで

ある。政策米価の決定にこれを使うことの意味は,

どの階層の農家を基準にして米価を決めるかとい

う政策意図をしめすだけであり,それ以上にそれ

が理論的に「あるべき米価」であるとかないとか

いうのは無意味である。そもそも両者の論理次元

は最初から異なっているのである。同様に現実の

米価を「あるべき米価」に比べて高いとか低いと



9

かいうのもナンセンスである。「あるべき米価」

には需給関係が,最初から捨象されているからで

ある。強いて現実の米価の高低を判断するとすれ

ば,一定時点における米価が生産拡大的に作用 し

たか,それとも縮小的に作用 したかによっていう

しかないであろう。こうした点が区別されないま

ま米価問題が論 じられてきたことに混乱の一つの

原因があるといっていい。

一例をあげてみよう。先にもみたように,梶井

氏は昭和 40年 代の米価が米の国内自給が達成さ

れていなかったこを理由に理論的に “低米価"で

あったと規定 し,大塚氏もこの点を取上げて「 こ

の種の議論に終止符をうつ」ものと高 く評価する

のであるが,そのことは米は国内自給するという

一定の政策判断を前提にしてはじめて成立つもの

であり,「理論的」な米価の高低をしめすもので

はない。こうした議論の奇妙さは,米を他の工業

製品に置き換えてみた場合はっきりする。1∞%

自給が達成されたいから低価格だというならば ,

およそすべて工業製品の価格は理論的には “低価

格 "だ ということになろう。現実の米価水準につ

いていえば,米輸入があろうとなかろうと,そ れ

によって米生産が拡大 し,需給が緩和するように

なれば,そ れは “高米価"だ といわざるをえない

のである。100%自 給までは “低米価 ",そ れを

超えると “高米価"と いうのは,あ くまでも一つ

の政策判断にすぎない。

さて,以上を要約 していえば,こ れまでの農産

物価格論は名称こそ価格論ではあれ,その実質は

農産物価値論にすぎなかったといえよう。現実の

需給関係 。国際関係を捨象 したうえで,あ くまで

も抽象的な理論モデルのなかで農産物価格がいか

に供給側の条件によって規定されるかを論理的に

追求 してきたのである。そうした研究は価値論と

しては一定の意味をもちうるとしても,そのまま

現状分析論としての個別農産物価格論につながる

ものではない。両者のフレーム・ ワークは決定的

に異なっているのである。その点を顧ることなし

に伝統的理論のフレーム・ワークに固執 してきた

ことが,わ が国の米価はいまなお “低米価"であ

るという恐るべき価格「理論」を生み出したので

ある。

4.農 産物価格論再生のために

現在,わが国の農産物価格論が抜本的な再構成

をよぎなくされていること,そ の基本的方向が抽

象的な価格理論 (価値論)と 具体的な農産物価格

の現状分析との峻別にあることは以上によっても

明らかであろう。そこで,問題はそうした視点か

ら既存の農産物価格論の成果をふり返ってみた場

合,それらはすべて否定されるべきか否かという

点にある。いいかえれば,こ れまでの農産物価格

研究はすべて徒労であり,引 き継 ぐべき何物もな

いのかどうか。

これについては,ほ ぼ次のように考えることが

できよう。たしかに,既存の農産物価格論の枠組

み自体の再編成は不可欠であるし,個々の論点の

なかにも再検討を要するものが少な くない。 しか

し,同時に,こ れまで農産物価格についての論議

のなかには,こ れを継承・発展させるべき成果も

少なくないし,と くにわが国米作の具体的競争関

係のあり方についての議論はそうである。およそ

こうした視点から従来の農産物価格についての研

究成果を取捨選択すべき時点にさしかかっている

というべきではないのか。これについてここで全

面的に論じている余裕はないが,さ しあたり以下

ではいくつかの点を例示的にあげてみよう。

まず,捨て去るべき部分としては,原理論の直

接の応用問題として,極度に抽象化されたレベル

で行なわれた議論がある。例えば,地代について

の議論がそれである。原論的にいえば,農産物価

格は最劣等地の限界投資できまらぎるをえない。

それを受けて,農産物価格論のなかでは,そ うし

た価格規制的な限界投資を理論的 。実証的に確定

するための議論がキメ細か く展開されてきた。わ

が国の小作料は絶対地代か差額地代か,差額地代

_と すればそれに第一形態か,第二形態か,ま たそ

れらは「米生産調査」なり「作物統計」なりから

どのようにして検出可能であるか等々。だが,そ

うした議論は原理論としては有効であるかもしれ

農産物価格論の破綻
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ないが,現状分析論としてはほとんどが無意味で

ある。いかにそうしたたぐいの議論を細かにつめ

てみても,価格規制的な限界地を現実に確定 しえ

ないからである。その点は需給問題をひと先ずお

くとしても,次のことを考えただけでも明らかで

あろう。すなわち,理論的に想定される限界地と

はもっぱら土地条件に関するものであり,平均的

技術条件にある農家が最劣等地で行なっている農

業経営ないし農業投資である。そこでは技術条件

と土地条件とは峻別されているのである。たが ,

実証的にこうした農地をさがし出すことは不可能

である。「米生産費調査」にせよ,「農家経済調査」

にせよ,すべて農家単位で集計されており,土地

単位の集計ではないからである。わが国の実態で

は 1農家が 5～ 6カ 所に水田を保有 しているのが

通例であるが,それぞれの水田ごとに収支計算が

なされているわけではないのである。それがまた ,

わが国農家の実態でもある。また,地域的にも,

階層的にも異なる米作経営のなかで,いかなる農

家が平均的技術水準であるかを確定するのもほと

んど不可能に近い。

「理論」を精緻化すればするほど,こ うした

「理論」と現実とのギャップは目立つて くる。例

えば犬塚氏はわが国の米価を決定するものは差額

地代の第二形態であるとし,こ れを具体的に第一

次投資と第二次投資に分けて細か く追求 している

か
29),経

済原論としてならばともか く, こうした

議論は現状分析論としては完全に無意味である。

具体的な米作農家の経営のなかで,それぞれ独立

的性格をもつ第一次投資と第二次投資がどこで区

別されるかはまったく明らかでないし,ま してや

それが現実の統計資料のなかで検討されるわけが

ないからである

他方,従来の農産物価格論を継承 。発展さすべ

き側面としては,農民層内部における競争メカニ

ズムの問題がある。米価水準の高低に応 じて,農

民内部の各階層がどのように運動するかを通 じて ,

米価規制的な階層を確定 しようとする方向であ

る
30)。

また,これと密接に関連 して,兼業労働市

場との関連の問題がある。けだし,米作農家の生

産要素のうち米価の高低に応 じてもっとも敏感に

動きうるのは農家労働力であるが,それが外部の

どのような労働市場と連動 しているのかが問題と

ならぎるをえないからである。これらの議論は従

来の農産物価格論のなかでも一必ず しも全面的に

ではないが一比較的実証に徹 して研究が進められ

た分野である。こうした方向を一段とおし進める

ことによって,抽象的な経済原論レベルとは異な

る農産物価格をめぐる農民階層間の競争メカニズ

ムを明らかにしていく必要がある。そして,そ の

点についていえば,従来,米専業農家と兼業農家

とでは異なるビヘイビアをとることが漠然と意識

されはしていても,実証的にこれを明確にした業

績はまだあらわれていないのである。また,兼業

農家がある程度 Vを下回る米価水準でも生産を

続けうるとしても,Cを割り込む米価一つまり農

機具費,肥料費を回収 しえないような低米価一の

下ではどうかということになると,必ず しも認識

は一致 しているとはいえないのである。こうした

問題について,地道に一歩々々実証を積み上げて

いくことこそ,今後の農産物価格論の方向である

といわねばならない。

以上は農産物価格論についてみてきたのである

が,実 は同じような問題は労働市場論,農民分解

論についてもある。これについて くわ しく展開 し

ているわけにはいかないが,例えば農家の兼業化

は現在でも依然として低賃銀であり,低米・価と低

賃銀が相互規定的に作用 しているという「理論」

がいまなお農業経済学界においては支配的である。

こうした「理論」にとっては,地域的 。業種的に

なんらかの賃銀格差がありさえすれば,それは直

ちに “低賃銀"であるという,恐 るべき現実認識

に結びつ くことになる。だが,こ こまで日本経済

が成長 し,ア メリカの賃銀水準に追ろうとしてい

る現在 ,こ うした “低賃銀"論がはた してどこま

で人を納得させうるであろうか,およそいかなる

国であれ,具体的な賃銀水準には地域的・業種別

。規模別格差をふ くむことは当然である。そうし

た格差の存在をもって直ちに “低賃銀 "と 規定す

ることは,ほ とんど何事 もいわないにひとしい。
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古い理論の枠にしがみつき,こ れを “低賃銀"と

規定することよりも,移動にさまざまな制約のあ

る農家労働力が,それぞれの地域のどのような労

働市場にどのように結びついているのか,そ れが

農産物価格のあり方なり,農業経営のあり方なり

にどのように反作用するかを実証的に解明してい

くことの方がはるかに重要なのである。

農民分解論にいたっては,混乱はさらにはなは

だしい。一方の極には,1日態依然たる労農同盟論

のシェーマに しがみつき,「富農」と「貧農」の

対立関係を顕微鏡的に検出しようとする「理論」

があるかと思えば,他方の極には農民の階級区分

を 8階級に細分 しうつ,現代の労農同盟の課題

は農民と消費者との産地直結だとする奇想天外な

「理論」がある
31)。

前者の場合,現実の変化に目

をつぶり,古いシェーマだけが生き残っているの

に対 して,後者の場合分解論はそもそも何のため

に存在するのかという目的意識が見失われてしま

っているのである。これら両者の中間に,農民分

解論をもっぱら構造問題 。経営分化問題に限定 し

つつ,農業の担い手を検出しようとする生産力視

点に立った分解論がある。 このように,最近の農

民層分解論は両極分解どころか,三極に「分解」

してしまっているのであり,同 じ分解論の名の下

にいわば同床異夢の研究が行なわれているのであ

る。農産物価格論の破綻 も,実は以上のような農

業経済学全体の分裂の一環をなすものであり,た

またまそれが鮮明にあらわれたというにすぎない。

とするならば,こ うした研究状況を規定 したもの

は一体何か,ま たそれを打破するためにはどのよ

うな学問上 。研究体制上の反省が必要なのか。こ

れについて本格的に論ずるのは本稿の課題を超え

ることとなるので,改めて別の機会を待つことに

したい。
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