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は じ め に (訳者の説明)

シーポッシュ・アラダール (ハ ンガリー・アカデ

ー付属経済研究所),ニ ェーメッチ・ ラスロ (ハ ン

ガリー中央統計庁),シ ューチ・イシテュバン (ハ ン

ガリー農業・食糧省)3人の共著による「ハンガリー

における農地価格評価 (原文は露語)「 oЦEHKA
CEЛ bCК OX03ЯЙCTBEHHЬIX y「 OДИЙ B BEH‐

「
PИИ」は, 1985年 9月 に行なわれたハ ンガリ

ーとソ連の研究者による,農地評価に関する研究

会に提出されたタイプ刷りの論文である。研究会

はオープンではなく,ま た露語で議論されたので ,

著者たちはハ ンガリー語 (マ ジャール語)の原文

を自分達で露語に直してタイプした。論文は本文

26枚,図 1枚 ,表 9枚で構成されている。

訳者は,1985年 9月 の丸 1ケ 月間ブタペス ト

およびその他の地方都市に滞在したが
1),そ

の滞

在目的は社会主義圏のなかで相対的に高成長をと

げ輸出産業化 したハンガリー農業の発展要因の研

究 と,土地問題,と りわけ,いわゆる「差額地代」

問題への対処の仕方に関する研究であった。3人

の著者にはいずれも会い,調査旅行をともにし,

又,議論することができたが,私の問題関心を知

って,多 くの本や資料を提供 して くれた。そのう

ちのひとつが本論文である。

農産物等の一般商品に自由市場での価格形成の

機会をより多 く提供 し,市場流通のメリットを制

度的にとり入れているハ ンガリーでも,宅地,別

荘地等を除いては,土地をめぐる一般的な自由市

場はない2)。

労働の生産物ではない土地を市場で

価格評価することに抵抗があるし,ま た資本主義

ハンガリーにおける農地価格評価

シーポッシュ,ニ ューメッチ,ン ユ~チ

(訳)堀   口  健  治

経済下の土地市場が土地投機等に貢献する事実が

あったりして,土地の商品化については,理論的

にも実践的にも問題が多い。

しかし現実の農場間には,そ れぞれの経営努力

・土地資本投下といった側面とならんで,実際に
,

土地豊度差や位置差 (位置による差額地代は,国家

による全国一律の買入価格下の主要な穀物類にはない

が,自 由市場に依存する青果物等には存在する)に よ

る差額地代がある。 この差額地代を社会的に徴収

しなければ,社会主義下の平等性が確保 されない。

だがその差額地代の額を決める適切な物差がない。

現在で も,約 1∞ 年以上 も前のオース トリー・

ハ ンガリー帝国の時に設定されたゴール ド・ クロ

ン (英語でいえば golden crownだ が,訳者の判断で

ゴール ド・クロンと表現した)と いう土地等級区分

を利用 し,そ のゴール ド・ クロンの 1ク ロン当

たりの土地税を決めることで各等級の土地から異

なる土地税を国が徴取 している。 しか しそれが適

切ではないという声があり,ま た実際に意味ある

ほどの大 きさの額にはなっていない。 しかも 1(Ю

年前に定められた土地等級は現下の経済状況や土

地生産力水準のあり方等を反映 しておらず,その

改革を求める動きは強い。

その要請に応えた研究成果がこの論文である。

基本的には自然科学的な手法により土地生産力の

水準を点数制であらわ し,他方,過去 3年間の

各農場 (国営農場および協同組合農場)の経営内容

のデータを集積 し,そ の相関式を求めて,「ある

べき」地代を算出している。結果としてはゴール

ド・ クロンは,穀物に限れば,現代の土地豊度差

にある程度対応していることをあきらかにしたが ,
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より細かく点数制で表示された農地で,本論文で   今回の訳は,頁数に限定があるので,主たる内

は,計算上の地代額を詳細に示 している。その地  容にかかわるパラグラフを抽出しながら訳出する

代は面積当たり「剰余」から「投下資本利子」分  という抄訳であり,同時に必要な部分を組合わせ

をさしひいてえられた残余として示されている。  ているという意味では意訳に近い形になっている

なおさらにこの研究についていえば,その「あ  ことを,あ らかじめお断わりしておきたい。

るべき地代」を資本還元 して「あるべき地価水準」  _
までも計算 して示しており,こ の地価水準を確定   

・~   ~

することによって,各農場間,あ るいは異なるセ   第 1表3)に
みるように異なる土地の性質により

クター間の土地移動をスムーズにし,土地資源の  収支に本質的な影響が与えられていることが示さ

合理的配置を意図しているように,訳者にはうか  れている。「商品」生産 と市場経済の拡大,個 々

がわれる。すなわち,「あるべき地代」を徴取す  の農場の経済活動,生産資本のよりよい利用,差

ることで,労働力と「資本」に比べて過剰に土地  額地代の徴取といったことは,以下のことを必要

を有する農場での,低位利用の土地分を他の生産  とする。すなわち,経済管理や経済統制下の土地

単位に移転 (売却)な いし転用・移転する基礎条  が生み出す「剰余」の把握や土地のより計画的な

件を創り出し, しかもその買い手は「あるべき地  利用,そ して正確なこれらの算定方法を,である。

価」を払うことでその土地の土地生産力に見合っ

た合理的利用を強いられるシステムを,今後,め   1・
土地評価の現在のシステムとその機能

ざしているようなのである。            現在 ,機能 している土地評価システムは,100

少なくとも 1985年 9月 末の時点では,従来の  年も以前の,ハ ンガリーに資本主義的商品生産が

方法にかわって大きく土地税制を変えたり,あ る  出現 したときに作られたものである。ゴール ド・

いは土地取引をめぐるシステムが新たに創設され  クロンという方法は課税目的のためにのみ 1875

るという状況にはなかった。 しかしこうした研究  年の法で導入された。純土地剰余は,通常の農業

が積み重ねられ,なんらかの改革がなされなけれ  管理のもとでの安定 した収量の平均価額から必要

ばならぬ,と いう認識は,ハ ンガリーの多くの行  とする農業支出をさしひいたものである。なお森

政担当者,研究者に共通であった。         林では 25年間の生産を基礎にし,ぶどう園では 15

第1表 大規模生産農場 (国営農場と農業生産協同組合農場)での土地等級別の 1982年産

とうもろこしの収入 。支出・剰余等

合  計
な い し
平  均

1,217数場農査調

出

高

余

産

支

生

剰

総 播 種 面 積

1農場当たり同面積

平  均  収  量

トン当た り基本支出

トン当た り販売価格

ト ン 当 た り 剰 余

支出 10o Ft当 たり剰余

799,742

657

7.39

18,621

25,059

6,438

訳者注 :1)原典では第 3表。

2)Ftは ハ ンガ リー通貨である (フ ォリント)。 1985年 9月 始め時点で l Ftは 日本円で約 5円。

3)こ の調査は,本研究のために行なわれた調査結果によるものではなく, 中央統計局の通常の調査結果を利用 したものである。

4)1985年時で国営農場が 129,農業生産協同組合が 1,285,計 1,414あ るので,調査数 1,217はそれ らの農場の大半をカバー していることに

なる。

ユール ド・クロン階層別

10以下 101-150 15.1-20.0 20 1-25 0 25 1-30.0 30.1-35 1 351以上
単 位

76 5588 215 315 295 173

ｏ
　
ｃ

ｈ

26,623

303

5.13

90,035

419

6 22

190,576

605

6.20

220,255

747

7.50

138,911

803

7.82

71,723

944

8 10

61,619

1,120

9.32

17,069

22,393

5,324

17,952

24,031

6,079

18,517

25,121

6,604

18,880

26,072

7,192

20,005

26,622

6,617

22,277

30,833

8,556

Ft/ho

Fι/ho

Ft/h(1

15,960

18,902

2,942

2,390

3,308

918

38.41

乱

■

■

几

3,114

3,688

574

18 43

2,746

3,602

856

31.19

2,594

3,473

879

83.86

2,471

3,352

881

35.66

2,414

3,334

920

38.09

2,470

3,287

817

33.08

２
，
５

３
，
３

８

エ



94

年 ,他の農業部門では 10年 を考慮に入れ,1年
間の農業生産価額と農業支出から算出し,当初は

フォリントで表現 し,の ちにゴール ド・クロンで

土地の評価単位を表現するようになった。

こうして,ゴール ド・クロンは,その本質にお

いて,全体の収支を考慮 した評価価格を基にして

の土地の性質を示す所の,総合的な指数であると

いえる。この システムが約 1世紀続いたのであ

る。 しかしその重要な特徴は,土地の性質や肥沃

度とともに,当時の農業生産や支出,販売といっ

た経済的要素が入いっているということである。

当時の一般作物の商品生産構造を反映 していると

ともに,農業支出のなかで労働者と賦役が安 く評

価され,穀物価格は低 く定められ,増大する消費

を背景に野菜や果物の価格が高 くなっているので

ある。このシステムは,今日まで,生産と農業支

出の経済的要因が著しく変化 したにもかかわらず ,

不変のまま続いてきた。そのため批判を受けてい

るのである。

1)ゴール ド・ クロンの利用

ゴール ド・ クロンはとりわけ課税のための公平

な基礎を提供することにあったが,今 日,特に重

要な役割としては,それが累進的な土地税の形の

もとで差額地代をとりたてることに役だち,ま た

同様に,劣等地に補助金を与えるうえでの基準と

なっていることである。

この他に次のような目的にゴール ド・ クロンは

利用されている。

協同組合に任された土地の支払うべき地代水

準

国や協同組合にとっての土地の買収価格

土地収用にかかわる損害補償額や自由意志に

よる土地の交換などの基準

生産手段としての土地の価値

国有化された財産としての土地の価値

2.土地再評価の必要性

重要な修正すべき分野

生物学的,技術的条件の急速な変化は土地の

質の役割を高めた,そのため優等地でのより

おおい収穫は資材や生産手段の少ない支出で

可能であり,結果的に少ない支出で,よ りお

おい地代に帰するところの,剰余の増加とし

てあらわれている。現在の土地条件の価格で

さえ も,差額地代第 1形態 ,第 2形態を含

んでいる。

生産力の変化とともに生産構造は著 しく変化 し

た。飼料用も含めて穀物生産の役割は増加し,ま

た,搾油用の作物も同様である。そのため,こ れ

らの部門では,結局,顕著な生産増加と生産性の

高さにより剰余をおおく生み出している。穀物生

産の剰余のノルマは 40%に等 しく,搾油用のひ

まわりは 45%で ある。

同時に,か ってはより収益性の高かった野菜や

果物の生産は縮小 した。これらの部門では生きた

労働を必要とし,低い生産性と低い収益性とが表

面化 してきている。今 日,大規模生産 (ハ ンガリ

ーの場合,国営農場と生産協同組合農場を意味する一

訳者注)での野菜と果物の生産は損失をむしろ生

み出している。

理論上の収益性にかかわる分析結果は,過去の

優越 した販売に基づいた所の地代の実際の存在を

必らず しもあきらかにしなかった。今日,土地の

収益性と地代は,以前より,は るかに,土地の性

質や生産構造,そ して生産力水準に大きく依存 し

ているのである。

3.土地評価に関わる経済的諸問題

1)農産物の価格水準と土地評価

社会主義国において,農産物価格は,生活水準

に関わる部門の政治的重要性を考慮 して,重要な

分野となっている。今日,ハ ンガリーでは農業分

野は国民経済の約_30%を 占めている。農産物価

格の水準は中位の土地の支出水準ないし平均より

もよい優等地のそれに合致するようになっている。

そのため,劣等地での農場の主要な生産物に対 し

ては,土地の豊度に応 じて,そ の市場生産から測

って,おおかれ少なかれ価格補助がなされる。

とくに重要な農産物,穀物,工業用農産物そし

て肉の生産といったものは,産業政策から判断 し
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て,最劣等地の農場がなりたつように最大の価格

補助がなされている。

かくして,我々は,新たな土地評価 システムに

とって,支出の補助を含めた価格補助金等を入れ

た価格水準で計算する必要があると考える。もし

そうでないと,おおくの面積の土地がその価値を

失ない,土地の効率的利用が不可能になってしま

う。我々の実際的提案は資本主義的土地市場も

「保証」し,ま た土地価格のなかに,国の補助金

を考慮に入れたものである。

2)農業の所得調整と地価 (略 )

3)国の資源と地価

わが国には,自 由な売買により,高 い地価が成

立 しているところがある。国の中心地域でインフ

ラス トラクチャー投資が進んでいるところや別荘

(休息)地帯である。 しか し中央統計局は自然資

源と農業生産地の価値を計算 しており,ゴール ド

・ クロンと結びつけてフォリントでその価値をあ

らわ している。l ha当 たりの平均土地価値は 8

万 4,∝Юフォリント (l ha当 たりのゴールド・クロ

ン×4,000フ ォリント)である (こ の場合の l ha当 た

リゴールド・クロンは21になるが,それはほぼ全国の

農地―ただし一般作物用の一の平均ゴールド・クロン

に相当している一訳者注)。 だが,農地の価値を計

算すると,今 日では農業の基本的な生産手段のた

めの投資の 2倍以上になっている。

4)資本還元のための利子水準の問題

商品生産に関わる古典的概念のひとつに利子率

がある。古典によると,政府の干渉がなければ ,

借入資本の需給によって利子率の高さが決まる。

社会主義経済では,利子率の水準は経済政策の

目的に応 じて国によって決められる。

地価の決定にあたって,考えに入れねばならぬ

ことは,土地取引の制限性,投下資本,そ して土

地の資本還元に利用する利子水準であり,ま た経

済政策上の目的も考慮 しなければならない。この

目的は土地利用を最高度にさせなければならない

ということや肥沃な農地の潜在的可能性を保護す

ることにある。資本還元のための利子率は地代を

め ぐるマルクスののべた 3つ の要素の依存関係

のなかにある。すなわち,土地の剰余,利子率 ,

そして地価である。

問題はどの水準の利子率をとるかである。

ハンガリーでの一般作物での,補助金を入れた

実際価格で計算 した剰余は l ha当 たり4,921フ

ォリン トであり,こ れか ら 6%分 の投下資本分

の利子をさしひいた残余が 3,782フ ォリン トで

ある (こ の数字は後掲第4表 にのっている一訳者注)。

l ha当 たりの生産手段の投下資本は 18,998フ ォ

リントであった。

簡単な連関性をもとに,同一の生産性を,生産

手段の投下資本と同じように土地にも予定すると

なると,投下資本と「つりあいのとれた」地価は

l ha当 たり63,∞0フ ォリントにしかならない。

すなわち,地代相当分 (こ こでは3,782フ ォリント)

を投下資本分の利子 6%と 同 じ利子率で除した

からである。 しかし,も し剰余の計算にあたって ,

我々が投下資本と土地との間の活動期間の差に注

意を払 ったならば,6%と いう利子率は土地にと

って著 しく短かすぎるであろう。更新できる資源

の場合 (こ こでは土地のことを指す―訳者注),他の

投下 された生産手段の活動期限の 2.5～ 3倍の 20

～25年 はひとつの期限であることを考慮に入れ

る必要がある。投下資本の場合,剰余の リスクが

より大きいために,資本の利用はより早 く,ま た

利子率はより高くなければならない。そのため
,

土地剰余の資本還元については,その利子率は 2

～2.4%が正当と考えられ (6%を 2.5な いし3で除

せば 2～2.4%―訳者注),そ の結果,平均的な地価

は l ha当 たり約 15万～19万 フォリン トとなる

(lha当 たり3.782フ ォリントを2%で除せば 189,100

フォリント,2.4%で除せば 151,280フ ォリントになる

一訳者注)。

国際市場での価格の基礎とより高い地価は,土

地の強い防御に根拠を与えることになる。耕作に

適 した土地の不断の減少は,将来において,あ る

いは永久に,我々の生産のための資本の限界を意

味することになる。輸出志向をもっているが故に,

収穫が受けとれないことは外国貿易による収入の

減少を,直接,意味する。すなわち耕作に適 した
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土地の損失とともに,世界市場での評価価値に応

じた収入の減少につながることになる。

4.ハ ンガ リーの土地評価の新 システムの創造

土地の役割が増加するにつれて,ハ ンガリー政

府は土地評価の新システムの研究結果を受け入れ

るようになった。

農業に耕作する土地の評価には 2つ の,よ く

区分された領域がある。

ひとつは農地のエコロジカル的な特質の評価で

あり,他のひとつは経済的特質の評価である。

エコロジカルな土地評価は,本源的な土地のシ

ステム的研究である。その本源的な土地はタイプ

分けによりなされ,土壌試験の分析は実験室でな

されている。より詳細な土地分析は,耕地では 100

～ 150 haご とに,山では 200～ 300 haご とにな

されている。土地の基礎的生産力は,1点から 1∞

点までの点数により分類されている。土地そのも

のの本質的なエコロジカル的要素ばかりでなく,

気候や他の目に見える条件 も考慮される。新しい

エ コロジカル的評価 システムにより,全 国を 5

つの気候 。風土地帯に区分してある。植物の成長

時期における基礎的な平均温度,平均の相対的な

湿気,生長期の氷結期間の長さ等々である。この

他,日 に見える条件として,土地の傾斜度や風の

影響などもある。

この種の仕事は 1985年 の終わりには完成する

予定である。

経済的評価の理論的,方法論的問題の研究は ,

土地評価をテーマとした協議会
4)が

行なうことに

なり,ハ ンガリー・アカデ ミー付属経済研究所と

農業・食糧省がそれにあたることになった。

1)肥沃な土地の経済的評価に関わる根本問題

ハンガリーの国民経済のもとでは,今 日,土地

所有権の売買 。移転は制限されている。住宅地と

柵で囲まれた庭や別荘地帯,そ して農林地帯にお

いてもこうした施設は,そ の私的土地所有権が ,

需給関係によって, 自由な売買 (移転)対象とな

ることができ,市場価格の法則性が働いている

のが,今 日,み られる。 しかしなが ら国 (国営農

場)や協同組合が利用する土地はそれができない。

国や集団的所有区域およびそれらが利用する地域

は,50年 の期間つきの長期賃貸借による移転の

みが認められているのが,その特徴である。

長期使用の貸借の支払は土地移転に関わる土地

評価のそれに近づいている。自由な土地移転と長

期の貸借のもと,需給が働 らいて,地価には大き

な差がついている。ブタペス トの緑にかこまれた

地域では l m2当 たりの地価が 3,000か ら4,000

フォリントをこえ,離れた田舎ではわずか 10～ 20

フォリントにすぎない。

同時に,農業で利用されている土地の移転は制

限されており,農業の低収益性のためにその価値

はきわめて低いことを考えに入れておかねばなら

ない。法律が定める点では,耕作用の土地 l ha

の買収価格を計算する際,ゴール ド・ クロンの指

数の 80倍でのフォリントを最低の水準にしてい

る。すなわち平均のゴール ド・クロンは 21だが ,

その場合 ,1,680フ ォリントになるのである。そ

して法による土地収用の場合は,土地の保全目的

のために地価を高目に定め,そ の地価は 4,000

から10,000フ ォリントまでの間にある。

社会主義経済の条件のもとでは,土地流通が制

限されているため,市場で成立 している土地価格

で農業的利用の土地価格を決めるわけにはいかな

い。

土地の商品的性格は,社会主義社会では,商品

生産の法則性の作用を考えると,以下のことがい

える。土地価格の決定は単に地代からひき出され

るのみだと。

かくして,経済的な土地評価は地代の決定の仕

方にある。すなわち土地剰余の計算であり,そ し

てそれを資本還元すれば地価がえられることにな

る。

肥沃な土地の経済的評価の根本的問題は,地価

の決定であり,それは基本的な土地剰余をいかに

算出するかにあるが,それに関わることは以下の

とおりである。

評価の目的の確定

土地剰余,すなわち地代を一定の数式で決定



するという原則的 。実用的な問題への解答

資本還元のための利子率にかかわる社会主義

本来の問題や土地資本の価値の決定,投下資

本の利子率の決定,そ して社会主義国におけ

る経済政策に合致 した目的

国の一定の農業水準下の地代の役割と,各国

の標準的な地代水準との比較

エコロジカルな土地評価と経済的土地評価と

の結びつき

2)経済的な土地評価の目的

我々は以下の項目のように土地の経済的評価の

目的を簡単に表現する。ハ ンガリーにおける土地

の経済的評価 という新たなシステムは,以下の目

的を,社会主義経済の条件下で達成させなければ

ならない。

農業管理を長期的にして完全なものにするシ

ステム,そ して農産物価格の水準や税および

補助金のシステム,そ してそれらの計画的適

用

肥沃な土地のより合理的な利用と農業用生産

手段のより望ましい配置

農場間の土地のより効率的な交換

土地を保全する課題や土地の経済的利用,所

有権移転にかかわる支払対価および土地の利

用停止にかかわる補償など

土地改良の方法による土地の肥沃度のひきあ

げ

最も望ましい状態・利用のもとでの土地価格

計算や,そ れを含めて国民経済の計算,農業

部門や農場の経営の国際的水準,基本投資の

算出等々

単一の原則を基礎とした国民資源としての土

地の現実的評価

かくして,試験的な計算の実施のあと,我々は

以下の結論に至った。こうした土地評価の方法で ,

現時点で,すべての目的に答えることができるよ

うな方法は,末だむずかしいと。

しかし,いずれにしても,土地改良の実施や土

地の合理的利用,農業用生産手段の全国的なより

望ましい配置は,土地の経済的評価をあらわした

ハ ンガ リーにおける農地価格評価 97

地図の利用を基礎としてのみ,と りうることがで

きるといえる。土地評価をテーマとした協議会は

以下の結論を提案している。土地の経済的評価は,

剰余と土地剰余,すなわち生産手段としての土地

に帰属すべき地代を l ha当 たリフォリントで評

価することを。

3)肥沃な土地の経済的評価のために実施され

た計算方法をめぐる結果

我々は,土地の経済的価格の決定のために,統

一 した方法を基にして試験的計算を行なった。

農場経営の剰余の資本還元という方法による

土地評価

経営内容の事実に基づいて剰余を測定 し,そ

れを基礎にしての土地評価

その剰余を利用 して地価を算出する計算方法

の利用

計算は,1981年から83年 にかけて行なわれた

8∞ 以上の農場の調査結果をもとにしている。た

だし果樹やぶどう,牧草そして山林といった生産

分野は省いてある。なおその計算に入いる前に
,

ゴール ド・ クロンと土地の肥沃度をあらわす等級

指数とを比べ,又,剰余との相関性を検討 した。

そうした試算結果は次のことをあきらかにした。

ゴール ド・クロンではかられた土地の性質 と

生産結果との間には,重要な作物の平均収量 ,

および剰余についても,平均から大きく分散

していること,すなわちゴール ド・クロンは

必 らず しも土地の性質をあらわしていず,平

均の収量や平均の剰余との関係を表現 してい

ない。

肥沃な土地の点数制による評価と実際の単収

との間の関係はより強く,点数制の評価と剰

余との間の関係はさほど強 くない。これはひ

とつの側面であり,点数制による土地評価は

現在のゴール ド・ クロンよりも土地の基礎的

肥沃度をよりよくあらわすが, しかし,その

点数そのものは剰余の大きさ 。容量そのもの

を示すものではない。剰余は生産のための支

出と市場での販売に依存 している。

農業生産における相互関連の分析の結論によれ
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ば,生産要素の作用のメカニズム,すなわち技術

や異なる環境,農場のインフラス トラクチュアの

状態といった多様な要素が複雑にからみあってお

り,実際に調べてみる必要がある。我々はよく選

択 した要素の分析のおかげで満足すべき説明を受

けることができた。それは,等 しい性質をもった

土地でも収量や剰余そして生産性を計測 してみる

と,き わめて異なった指数を示すことがあるとい

うことである。

差額地代第 1形態,第 2形態 ,平均の生産性

およびその他の生産性と関連 させて分析を進める

と,土地の質の役割の重要性とそれぞれの異なる

役割が同様に増加 していることがわかる。このこ

とは第 2,3表によく示されている。

① 農業経営の収益に基づいた評価方法

農業経営の収益の資本還元を基礎とした方法に

向けて,異 なる性質の耕地の l ha当 たりの剰余

をまず定めた。この剰余の計算にあたっては,以
第2表 耕地の質に対応した大規模生産農場におけ

る異なった生産種類 (1982年のみで計算)

下の価格指数

基本事業
以外の事
業 (b)

下 12の作物をとり入れた。すなわち穀物 (こ こ

では小麦のことらしい一訳者注),と うもろこし,秋

まき大麦,春まき大麦,ビー ト,ひまわり,じ ゃ

がいも,飼料用とうもろこし,グ リーン・ ピース
,

トマ ト,た まねぎ,と うが らしである。経営内循

環 。地域内循環 (自 家消費も含むようだ一訳者注)

という消費の比率が異なるために,全体を決定す

るためには,売 られた量だけでな く,l ha当 た

りで生産された生産量が計算の基礎となり,地域

的単位で計算された。

消費者価格で修正された仕入価格や取引にかか

わる税金,補助金を含めた販売価格,そ して輸出

価格での穀物や大麦,と うもろこしといった世界

市場価格なども基礎にして計算がなされた。

1980～ 1982年 (後掲の表によると1981～ 1983年一

訳者注)の 3年平均で,大規模農場を分析すると,

l ha当 たりの,補助金を含んだ剰余は 4,921フ

ォリントとなる (後掲の第4表をみよ―訳者注)。 そ

して土地価格指数 (土地等級を点数制であらわした

ものである一訳者注)8でほぼ 1,202フ ォリントで

あり,74で は 11,793フ 牙リント,(こ の 1,202フ

ォリントと11,793フ ォリントは後掲第1図の上下する

線の両端の数字に投下資本利子を加えたものである一

訳者注)と なっている。

調査 した農場の l ha当 たりの平均剰余 (補助

金を含まない一訳者注)は 4,364フ ォリントである

(後掲第4表―訳者注)。 最 も低いものと最 も高いも

のとでは,そ れぞれ703フ ォリントと 11,7∞ フ

ォリントとなる。すなわち補助金を含めた価格と

比べて,それを含まない価格での剰余の高いそれ

と低いそれとの差は若千大きい (なぜなら,高い方

では補助金が0のために 11,793フ ォリントと同一であ

り,低い方では補助金を受けて増大するから,差が縮

小するのである一訳者注)。

世界市場価格で計算すると,補助金なしの剰余

と補助金つきの剰余はともに,国内の,補助金つ

きの価格で計算 したものの 2～ 2.5倍の大きさに

なる。

土地評価の基礎は,生産要素として加わった耕

地の上での農業経営で産み出された剰余である。

ゴール ド

10以下

10.1-15 0

15.1-20.0

20.1-25.0

25.1-∞ 0

30.1-35.0

35.1以 上

クロン別l

(l ha当 たり)

9,637

20,568

12,854

13,585

13,387

14,449

11,664

14,744

訳者注 :1)原典では第 4表。

2)こ の表の価格指数が何を示すのかがよくわからない。

一定の面積に対応する販売合計のようであり,そ れぞれの事

業に使用する土地に対応させているようである。なお bは非

農業活動のようである。

第 3表 耕地の質に対応した大規模生産農場の

単位面積当たりの剰余

ド・ クロン別
hc当 たり)

耕地 l ho当 たリフォリント

平   均

(1
剰  余

1,663

3,668

3,971

4,705

5,592

6,729

7,459

4,044

訳者注 :1)原典では第 5表。

2)年次は書いていないが ,1981～ 83年平均とみ られる。

10.0以 下

10.1-15.0

15.1-20.0

20.1-250
25.1-30.0

30.1-35.0

“

.1以 上

平   均

( )

〈
口

ａ

計

ｂ 植物栽培
動 物
(畜産 )

全体とし
ての基本
事業 (a)

25,339

46,150

43,108

46,966

55,480

59,059

58,983

6,540

10,623

14,179

17,215

19,452

22,789

25,635

7,099

10,748

11,692

11,615

14,707

15,916

16,887

15,702

25,582

30,254

33,381

42,093

44,610

47,319

44,423 13,817 11,375 29,679

総 収 入

6,400

10,880

10,099

11,186

12,638

13,704

14,716

10,493



我々は土地剰余の算出と決定のためにいくつか

の方法をためしてみた。

剰余から,基本投資と流動資本それぞれに一

定の率をかけたものをさしひき,耕地そのもの

に投資されたもの (土地資本のことらしい一訳

者注)は加える。

調査 した 3年 間で,基本投資と流動資本とし

て農業生産に投資された分は,平均で,18,988

フォリン トである (18,988の 6%分は 1,139,こ の

1,139は後掲第4表の最下欄の剰余と土地剰余との差で

ある一訳者注)。 そ して最劣等地では 17,969フ ォ

リン トであり,最優等地は 20,642フ ォリントで

ある (原文では,こ この箇所に脚注がついてあり,こ

の計算は前述の 12の作物の平均であることがのべられ

ている一訳者注)。 ということは,優等地では投資

はより生産的であり,収量の増加のためには,よ

り少ない投資で可能なことがわかる。

平均の質の土地での土地剰余は,6%の 投下資

本利子をさしひくと l ha当 たり3,225フ ォリン

トである (後掲第4表 をみよ―訳者注)が ,優等地

では 10,555フ ォリン トである。補助金を含めた

価格で計算 した平均土地剰余は 3,782フ ォリン

トだが,劣等地では l ha当 たり 124フ ォリント

であ り,優 等地では 10,555フ ォリン トとなる

(124フ ォリントと10,555フ ォリントは後掲第1図でう

かがえる一訳者注)。

こうしてみると,現在では,優等地は劣等地よ

りも,相対的に少ないノルマの資本剰余 しか課せ

られていないことになる。すなわち優劣等地間の

土地に対する剰余の格差はさらに大きくなること

になる。

ということは,現下の価格条件のもと,土地の

質の差,さ らに追加投資や補助金を入れて考えて

みると,こ うして計算された土地剰余は,部分的

にせよ,差額地代第 1形態 ,第 2形態が表現さ

れているとみることができる。

② 生産要素への収益に根拠をおいた方法

上記の方法により,我々は剰余を形成するうえ

で次のような役割が作用 していることを研究した。

耕地の土地価格指数により土地の質を定めた

ハ ンガ リーにおける農地価格評価

訳者数 :1)

2)

3)

99

が,ゴール ド・クロンはそのひとつの種類の

ものである

基本投資の価値

生きている労働の利用

運搬の条件

市場およびインフラス トラクチュアの条件

我々は,運搬や市場条件が位置の地代の仕組み

について適切な説明を与えると考えていた。だが ,

町に近い地域の農業経営の剰余は,よ り離れた所

のそれよりも小 さい (後掲第4表での行政中心地か

ら 10 km以 内の農場の剰余が他よりも大きくないこと

をさしているらしい一訳者注)。 か くして位置や市場

への遠近による剰余の差は,直接には販売額にあ

らわれないことがわかった。最初の章で,我 々は

位置の差額地代の調整作用と国の調節とについて

語った。行政中心地からの距離と剰余との間の関

係は第 4表 に示されている。

我々は多くの関数を適用することで,土地剰余

の算出のための計算をした。剰余が形成される際 ,

生きている労働,投資された生産手段,そ して土

地といったものがどのような比率で関与するかに

対する答えをえたいと我々は望んだ。この 3つ

の生産要素が剰余を創造するのに,相対的に約

0.65か ら 0.75の 大きさの決定係数をもつことを

証明 した。またすべての農場について 50以上の

第 4表 行政中心地からの距離別 。一般作物の農場
別・ho当 たり剰余 (1981,82,83年 平均)

参 考

6%の
投資利子

10 km以 内

10-20 km

20-30

30-40

40--50

50-60

60-70

均 1,139

1,185

1,133

1,150

1,176

1,112

1,144

1,086

1,137

原典では第 6表。

Iは基本価格 , 1は補助金を入れた実際価格で表示。

土地剰余は,剰余よりそれぞれの投資額の 6%分をさしひ

いたものである。その 6%相当分は表の右欄 に訳者がつけ

加えて表示 した。

剰余 ,土地剰余はいずれもフォリント。

平均の剰余 ,土地剰余が,距離別に示 したそれぞれの もの

よりいずれ も高いが ,そ の理由は不明である。

平
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生産関数を利用して,土地剰余の場合も,平均 し

て 0.774で あることがわかった。この方法を利

用 して平均の土地剰余は l ha当 たり 3「 808フ ォ

リントになり,劣等地では 930フ ォリント,優

等地では 9,128フ ォリン トとなる。生産関数で

算出された土地剰余は,ほぼ基本投資に対する比

率 5.8～ 6.0%で計算 した土地剰余にほぼ等 しい

(剰余より6%の投下資本利子をさしひいた残余として

の土地剰余とほぼ等しいということらしい一訳者注)。

③ 代用の方法結果

多 くの研究者が,ま ず第 1に耕地を耕作か ら

とりあげたり,あ るいは強制収用の際の土地の経

済的価値の決定に関 して,代用法としての方法の

適用を提起 してきた。

基本的な方法に基づいての土地価値の計算で ,

我々は 2つ の問題をの りこえた。収用 されてし

まうことにより,将来,受けとることができない

土地からの収穫は,それに対応する一定の投資分

を計算することでそのかわりとすることができる

と我々は考えた。すなわちこれらの投資を資本還

元 した価値が,土地の価値であり,収用 されるこ

とでこうむる所の損失の補償 ということができる

。3%の資本還元で,平均的土地価格はl ha当 た

り185,∝Ю～190;000フ ォリントとなり,穀物の

みの計算だと 125,000～ 130,000フ ォリントとな

.る 。

点数制による土地等級で 30の土地の価格は 1

ha当 たり 50,000フ ォリントであり,60～ 70で

一 般 作 物

ぶどうを除 く果樹栽培

ぶ  ど う 栽  培

牧        草

は 250,ⅨЮか ら 3∞ ,Oα)フ ォリン トとなる。こ

うした価格決定方法以外に,我々は年々のその地

域の農業支出の合計と基本投資の年々の利子部分

との計は,生産に欠 くべからざるものとして働ら

いている (土地以外の)資本そのものに一致する

と仮定している。平均の質の土地で剰余の最高化 ,

それに対 しての限界支出について,資本還元する

ことでえられる土地価格は,70,0∞ か ら 1∞,∞0

フォ リン トの間で変化するが,ほ ぼ 100,0∞ フ

ォリントになる,こ の方法の重要な問題は優等地

と劣等地の土地価格が,それ自身の資本還元の土

地価格に余 りにも近すぎることである (こ の点は

意味不明だが,最優等地と最劣等地での調査農場数の

数の少なさを問題にしているように受けとれる一訳者

注)。

4)農業部門での評価に関わる問題

果樹,ぶどう,牧場そして森林生産での土地評

価が,一般作物の農業部門とは異なった問題を提

起する。基本的な問題として,こ れらの生産部門

の収支の決定は特有な決め方を必要とするという

ことである。例えば草地や森林がそうである。ま

た園芸やぶどう栽培という集約的部門では収入が

常に大きく動揺する。ぶどう,果樹そして森林生

産では,点数制で示された土地等級と剰余との間

「の相関を示すことはできない。そのため地代を決

定することは難かしい。

点数制による土地等級,ゴール ド・クロン,剰

余そ して地代が第 5表 に示されている。点数制

第 5表 作物別・平均剰余,地代相当分および土地等級との対応 (1981-83年平均)

土地等級を示す1単位当たりの ,

実際価格による地代相当分
十

ゴール ド・クロン
1当 たり Ft

訳者注 :1)

2)

3)

4)

172

-115

135

308

原典では第 7表。

調査農場数について,同一農場で一般作物 と他の作物を作物別に調査 してお り,実調査農場数はこの合計より少ない。
準は,そ れぞれの「実際価格による地代相当分」(l ho当 たり額)を土地等級の点数およびゴール ド・ クロンで除 したもの。

「地代相当分」は「剰余」より投下資本の 6%分をさしひいてえられたものだが ,そ の 6%相 当額は当然作物によって異なる。一般作物は

1,139 Ft,果樹栽培 5,8∞ Ft,ぶどう栽培 4,081 Ft(な お,基本価格で 4,081 Ftで あり実際価格で 7,251 Ftと ぶどう栽培のみ違 った数字

になっているが ,そ の理由は不明),牧草 158 Ftで ある。

ここでいう「地代相当分」とは前述の土地剰余のことである。

l ho当 た り剰余 l ho当 たり地代相当分
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による土地等級とゴール ド・クロンとを比較する  料価値 と同じように一を考慮に入れれば,土地評

と,草地 (表では牧草と表現―訳者注)では新 しい  価は実際上は問題にならないかもしれない。

土地等級制の評価がゴール ド・ クロンのそれより   他の問題一森林の評価―は,よ り長期生産の回

高く,果樹とぶどうではその評価が低い。     転とその栽培植物の価値がなくなるまで増加する

これらの特殊な生産部門での統計学的にみてあ  という特徴があるとき,他の農業生産とは異なっ

いまいな計算のために,一般作物 (畑作)を基礎  た評価方法を前提とせざるをえないであろう。山

とした土地評価という単一の方法に対 して,別の  の土地の評価方法については他の研究グループが

問題が提起されるのである。毎年のくり返される  従事 している。研究は終わってはいないが,我々

支出と剰余という特徴をもつ農業生産活動である  は山林の場合も,基本は年毎の収支に基礎をおく

一般作物部門では, こうした評価方法がとれる。  べきだと考えてはいる。

そして生産性と利益 という標準に応 じて,それぞ

れの生産のあり方を常に変えることが可能である。   5.土
地の経済的評価のために提案された方法

栽培する植物の投資価値の収益性の幅―工場の材   実際の経営計算の結果に基づき,土地評価を目

第 6表 点数制土地等級別農地のあるべき地代水準 (式より算出した剰余からから6%の投下資本利子を

さしひいたもの)-1981～ 83年の平均 ―
点 数 で 表 現
された土地の価値

l ho当 たりのある
べき地代 (Ft/ha)

3,391

3,481

3,569

3,659

3,750

3,861

3,972

4,082

4,139

4,304

4,423

4,542

4,661

4,780

4,9()0

5,04Ю

5,181

5,321

5,461

5,602

5,713

5,824

5,934

6.045

6,156

6,295

6,434

6,572

6,711

6,850

7,034

7,217

7,401

7,585

(平均 ,ただし農場数は合計 ) 412

訳者注 :1)原典では第 8表。

2)補助金を入れた実際の収支で計算 した剰余から6%の投下資本利子をさしひいて求めた「地代」。各農場別に計算 した

ものを,点数制土地等級で区分された農場ごとに分け,相関式をあてはめて「あるべき地代」を求めている。
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的とした協議会は,以下の基本的な原則を基礎と

した新たな土地評価方法を提案する。

農業経営の剰余を資本還元するという,土地

評価方法により,土地の経済評価を行なうこ

とを提案する。

土地評価の基礎は 1980年 か ら 84年 にかけ

ての 5年間の平均・農業剰余 (面積当たり)

の大きさである。剰余の計算では,補助金を

含めた実際の収入と支出から出発することが

必要である。なお税金の割当を考慮すること

なく,収支を計算すべきである。

土地剰余 (地代相当分にあたる一訳者注)は面

積当た り農業剰余か ら投下資本 (基本的投

資と流動資本)の 6%分 をさしひいたもので

ある。 この土地剰余は差額地代第 1形態 ,

(地代相当分Ft)

10000

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

第 2形態を含んだものである。

土地剰余の平均を基礎として,土地評価でと

られた点数制による土地等級ごとに,標準的

な地代相当分を我々は計算 した。第 6表 と

第 1図 は期待 される地代相当分 と地価を表

示 している。最終の結果は 1986～87年に示

されるであろう。

こうした方法をとることにより,単なる土地

の価値を示す指数よりも,ま たゴール ド・ク

ロンよりも,よ り現実的な地代 (ノ ルマとし

て課せられる地代)は ,異なる種類の土地の剰

余をよく表現することになろう。

農業生産を停止 して土地収用にかけられる時

などの土地の「価値」の計算では,地代を

2.5%で資本還元することで地価がえられる

24万

20万

16万

12万

8万

4万

0万

(地価Ft)

万
万
万

地代相当分コ
「あるべ き地価」

5     10 20     25     30     35     40     45     50     55     60     65     70
-1000

-2000

-3000

第 1図 点数制土地等級別「地代相当分」(l ha当 たり,1981～ 83年平均,一般作物で計算)

および「あるべき地価」(右側の縦軸目盛)

訳者注 :1)原典での第 1図。ただし訳者が「あるべき地価」をもあわせ示すために右側縦軸を新たに加えた。原
典では,点数制土地等級に属する農場の実際の「地代」(剰余より6%の投下資本利子をさしひいた
もの,す なわち今まで土地剰余とのべていたものである)を上下する線 (こ の図では「地代相当分」
と表示 )で あらわし,そ れを相関式であてはめた線が図中の右あがりの曲線 (こ の図では「あるべき
地価」と表示)であらわしている。

2)「 あるべき地価」は原典では第 9表で示されているが,それは「あるべき地代」を 2.5%で資本還元
したものであるから, この図では両者を,左右の縦軸を別の目盛にすることで,同 時に表示した。

3)一般作物で計算してあり,「ぶどう」などの果樹等は含まれていない。

「



ハ ンガ リーにおける農地価格評価 103

ことになる。

あしのはえた所や養殖池を除いて,農業生産

部門ではひとつの評価方法,すなわち農業生

産の収支から計算 した「あるべき剰余」が基

本となる。

土地評価方法でこうした「あるべき水準 (ノ

ルマ)」 が定まることで,土地の自然的肥沃

さをよりよく表わし,ま た総合的に表現する

ための有用な方法が確立することになる。

種々の社会主義の問題や経済政策の課題の解

決のために, こうした総合的な土地価格の経

済的評価方法は,経済的指針として有効に利

用されるであろう。このことは,今後の理論

的,実用的な研究にとっての確実な基礎を提

供することになるかもしれない
…

注

1)私が 1ケ 月間ハ ンガリーに滞在し研究を行うこ

とができたのは,日 本対外文化協会 (松前重義理

事長)の研究者派遣事業による援助と東京農大総

合研究所の「プロジエクト研究」の援助のおかげ

である。記して謝意を表したい。

2)こ の点はすでに 1986年 10月 に開かれた土地制

度史学会秋季学術大会で,私は「ハンガリー農業

と土地市場の役割」というテーマの自由論題の報

告をしたが,こ の研究は近いうちにとりまとめる

予定である。

3)本論文には 9枚 の表と 1枚の図がのせられてい

るが,そのうち必要なもののみをここでは示した。

なお原文での図表の番号は表図の注に示してある。

4)細かな説明はないが,農業・食糧省の要請で設

けられたエコロジカルな問題 (土地豊度を点数で

評価することを検討する)を 扱う委員会と経済的

評価を扱う委員会とがあるが,後者の委員会だけ

を指すものと推察される。

受イ寸 昭禾日61年 9月 30日

受理 昭和 61年 12月10日
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