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農産物価格論の「破綻」論によせて

常 盤 政 治

1. 「破綻」論の構成

本誌,第 64号の巻頭に佐伯尚美氏は「農産物

価格論の破綻」なる刺激的な論考を寄せておら

れる。「最近,一部の農業経済学者の間で<農業

解体>と いう言葉が流行している」が,「<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か」という労

頭の文章をもってはじまる氏の論考は,なぜ「そ

うした印象を強くもつ」かの理由として,「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―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」ことを指摘する。

そのことの具体的事例として, 日本農業経済学

会が三度にわたって農産物過剰問題を大会の共通

論題 (昭和53年度「農産物価格問題と日本農業」,61

年度「水田利用再編と農業生産力構造」)と してとり

あげながら,誰 しもが期待した「農産物過剰問題

の原因,形態,意義等について」の「本格的な論

議」がかわされることなく終ってしまったことを

あげ,両大会ともに「米価水準の生産・消費への

影響」(1頁),「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」(2頁)と ころに問

題があるとされている。「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

されなければならないことは,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率に決めら

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」(同上)

と手きびしい。

佐伯氏によれば,むろんこうした「風潮が研究

者のすべてではない」が,「以上のような研究の

停滞と堕落を招いた」のは,「 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」(同上)か らである。「低米価論

がそれで……,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」(同上,傍点は原文)か ら

である,と される。かくして,佐伯氏は“低米価"

論者たちをナデ切り的に批判し,従来の「農産物

価格論の難点」として,「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ておかなけれ

ばならない社会経済的前提ないし枠組みが見失な

われ,いわば原論と同じレベルのものとして展開

されていった」(7頁)こ とをあげ,「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」(同上)と して

いる。そして「現状分析の前提としてとくに重要

な」(同上)問題たる「需要の問題」と「国際関連」

の欠落,及び「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の混同」を指摘し,

要するに「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……。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フレーム・ヮークに

固執してきたことが,わが国米価はいまなお “低

米価"であるという恐るべき価格<理論>を生み

出した」(9頁)と 結論される。そこで「農産物

価格論再生のために」は,従来の農産物価格論の

うち「捨て去るべき部分」と「継承 。発展さすべ

き側面」とを峻別し,前者を捨て去り,後者をこ

そ発展させるべきだ,と 提案される。「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議論……例えば,地代に

ついての議論」または「価格規制的な限界地を現

実に確定」 しようとする試みをあげ,「継承 。発

展さすべき側面として……,農民層内部における

競争メカニズムの問題」をあげている。「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」及び「兼業労働市場との関連

の問題」すなわちこれである。「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」し,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―

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。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」

(10頁 )と される。

2. 方法論的問題点

以上のように,佐伯氏の「農産物価格論の破綻」

論は, まず第 1に ,「抽象的理論モデルないし原

論の直接的応用問題」としての農産物価格論=農

産物価値論と現状分析論との峻別という方法論に

立脚している。そのことは氏の「農産物価格論の

難点」の要約部分に明白である。「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……。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・ヮークは決定的に異

なっているのである」(前 出)と 。

ここでは「価値論としては一定の意味をもちう

る」ものが現状分析論としてはまったく意味をも

たず,無意味であるかのように位置づけられてい

る。佐伯氏が「捨て去るべき部分として」いる点

についても似たような叙述がある。「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

ざるをえない。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は第一形態か,第

二形態か,ま たそれらは『米生産費調査』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有効

であるかもしれないが,現状分析論としてはほと

んど無意味である」(9～ 10頁)と 。そしてその「無

意味である」ゆえんを,「価格規制的な限界地を

現実に確定しえない」こととか,「いかなる農家

が平均的な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」こと, また,理論的には「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」としても「具体的な米作農家の経営のな
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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」(10頁 )こ とに求めて

いる。しかし,こ れらのことは,理論的な諸範疇

を現状分析にそのまま,機械的に適用しようとす

ることの誤りを指摘しているものではあっても,

理論と現状分析とを「峻別」する方法論の正しさ

を示すものでは決してない。理論的諸範疇の分析

によって明らかにされた法則性が現実にはどのよ

うに顕現しているかをこそ明らかにする, または

現実の経済的諸事象がなにゆえにそのように現わ

れるかを理論的に明らかにするところに理論の意

味があるのであって,理論と現実が「峻別」され

たままであるのならば,何のための理論なのかが

問われることになろう。「原理論としては有効で

あるかもしれないが,現状分析論としてはほとん

どが無意味である」とか,「経済原論としてなら

ばともかく,・ … 現̈状分析論としては完全に無意

味である」(10頁 )と いった,理論と現状分析論

との「峻別」という方法論そのものを疑間としな

いわけにはいかない。そのことは「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」とし,「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」(9頁)と

述べているところにもあらわれている。

佐伯氏にあっては,価値と価格,理論と現状分

析とは「フレーム・ワークの決定的な差異」とし

てとらえられ,両者は「つながるものではない」

とされている。そこでは「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」するのが

農産物価値論ととらえられ,需給関係や国際関係

がなぜまず捨象されなければならないか (捨象さ

れることの意味)に ついての方法論的反省はほと

んどないといっていい (あ るのは「需給均衡モデル

である」か否か 〔7頁〕とか,「異なった価格体系の下

で生産され複雑な社会的。経済的条件のもとで輸入さ

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」〔8頁〕という程度の認識だ

けである)。 したがって,現状分析論は「農産物価

値論」とはまったく異なったフレーム・ワークの

もとで「個別農産物価格論」を展開するものとと

らえられているようである。そこには,マルクス

経済学における方法論的特徴,すなわち下向法に

もとづく上向法的展開,抽象から具体への方法的

配慮はなく,フ レーム・ワークの異なったモデル

の差異といった,いわば「近経」的発想における

モデルの差異として把握されているにすぎない。

「価格論の基礎としての価値論」という位置づけ

はなく,価値論と価格論は完全に分離されて,「価

格理論 (価値論)と 具体的農産物価格の現状分析

との峻別」(9頁)だけが,「両者のフレーム・ワー

クの差異」だけが強調され,「両者の連関」につ

いての追究は放棄されているといっていい。「従

来の農産物価格論を継承 。発展さすべき側面とし

て」佐伯氏は「農民層内部における競争メカニズ

ムの問題」をあげ,「米価水準の高低に応じて,

米価規制的な階層を確定しようとする方向」(10

頁)を提示されているが,こ れこそ「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」(7頁)かねない。米価が高まれば,そ れま

では生産費上採算の合わなかった階層の農民が供

給圏内に入り,米価が低くなれば,い ままでは採

算圏内にあった階層の農民が採算が合わなくなっ

て競争圏外に放逐される,と しかいいようがない

からである。この階層が具体的にどの階層である

かを実証的に確定することは不可能である。たと

えば,同 じ稲作規模 2～ 3 ha層 であっても,そ

の稲作生産量は地域によっても異なりうるし,同

一地域内でも佐伯氏も指摘されているように「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……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」(10頁 )か ら,

かりに米価が下ったからといって, 2～ 3 ha層

が階層として競争圏外に駆逐されるとはかぎらな
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いし, またかりに「水田ごとに収支計算がされて

い」て,かつ米価の値下りに敏感に反応すると仮

定しても,その5, 6カ 所の水田の豊度は同じで

はないから,各経営の最劣等地から耕作放棄がな

されるにすぎず, したがってまた階層として耕作

放棄に動くとはかぎらない。このことは,稲作技

術水準を同一と前提してなおかついいうることで

あるから,佐伯氏の指摘されるように,「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こ

ともほとんど不可能に近い」(10頁 )と すればな

おさらである。

このように,佐伯氏の提唱する「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」も,氏が批判してやまない「農産物

価値論」におけると同様の諸要因が作用して,「米

価規制的な階層」を実証的に検出することはでき

ないといわなければならないのである。そこでは

ただ発想の逆転に基づく「フレーム・ヮークの違

い」があるだけで,実証さるべき諸要因は依然と

して検出・確定が不可能だからである (し かも生

産者米価は今年はじめて31年ぶりに引下げられただけ

で,30年間,引上げられることはあっても引下げられ

なかった事実をふまえれば実証しようにもそのデータ

さえなかったといわなければならない)。 価値・価格

論の上向法的展開なる方法論の欠如の帰結にはか

ならない。その点を内容的により立ち入って考察

しよう。

3。  「需要の問題」及び国際関連について

佐伯氏は,現状分析の前提としてとくに重要な

諸点の第 1に「需要の問題」をあげ,次のように

書いている。「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①/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

給均衡を前提と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 超えて騰貴するであろう

し,遂 〔逆 ?〕 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。②/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。③/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」(7頁 ,ア ンダーラインは引用者)と 。

上記引用文のうち, とくにアンダーラインの箇

所が問題である。問題であるという意味は,そ こ

がそれ自体として誤っているとか正しくないとい

う意味においてではない。そこをどのように理解

するかが問題だという意味においてである。その

ためにはそこをどのようなコンテキストにおいて

理解するかが当然問題となる。長々と引用したゆ

えんである。

アンダーライン①「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」と

いわれるが,需給不均衡,た とえば需要>供給で
,

市場価格が第 1図 におけるQの C+V水準たるP

水準をはるかに上回って P″水準まで上昇した (な

ぜ P″水準まで上がるかはまさしく「需要と供給によっ
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てきまるとしかいいようがない」)と すれば,よ り高

い費用価格 (C+V)の追加農産物が供給され,生

産はOQ量からoQ′ 量に増加し,それによって社

会的需要が満たされるとすれば,い ったん P″ ま

で上がった市場価格もP′ 水準,す なわち Q′ の C

十V水準に落ちつ くということが,Q′ のC+V
が価格を規制するという意味にほかならない (需

要<供給の場合は逆に作用する)。 だから,「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」 (傍点引用者)と いうよりは,需

給不均衡ならば,供給側がそれに対応して需給均

衡を帰結する, したがって価格は究極的には供給

側の条件によって規定されるということにほかな

らない。だから,そこでは需要を全 く捨象してい

るわけでもなく,いわんや「需要の問題を完全に

無視 して,価格水準はもっばら供給サイドの条件

のみによって決定される」としているわけでも

けっしてないのである。

アンダーライン②「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

味する」といわれるが,そのことは「需給不均衡

を前提とすれば,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」ということの別の表現

(言い換え)に ほかならない一時的現象であって,

究極的には価格は前図の個別的費用価格曲線上の

いずれかのC+Vに よって規定されるという法則

性を何ら否定するものではない。

アンダーライン③「短期的な変動をふくみなが

ら,同時に長期的には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」,「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

ないことを意味する」 (ア ンダーライン②)と いわ

れるが,そ れはC+Vを 固定的なものと考えるか

らであって,ま さしく佐伯氏のいわれるように「短

期的な変動をふくみながら」価格規制的なC+V
水準自体が変動しているとしても,その「たえず

変化 している」C+Vが価格規定的に作用してい

ることは否定すべ くもないのである。

さらに,佐伯氏は「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

よぼしているから……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ざるをえない」

(8頁)が,「個別農産物の実態分析という現状

分析論の課題に照らしてみれば」,そ れには国際

価値論や比較生産費的接近では「不適当」で,「農

産物価格の国際関連をみるに当っては,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」 (同 上)のに,「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隅踏したとこ

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」(同上)と 指摘される。

国際関連をもとり上げるべきだという提言に異

論はないが,価格論として「農産物価格の国際関

連をみる」ということはどういうことを意味する

のかが問題である。農産物の国際価格がどのよう

にして形成されるのかが問題とされるのか,農産

物の国際価格が国内価格にどのような影響を与え

るのかが問題なのか等 ,々問題の建て方はさまざ

までありうる。これについて佐伯氏は,明確な問

題の建て方を提示 していない。「農産物価格の国

際関連をみるに当っては,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」(8頁)と

しても,それが価格論としてどのように位置づけ

られ関連づけられるかが問題であろう。



4. “「あるべき価格」と政策的価格と現実の

価格"について

佐伯氏は,これまでの農産物価格論では「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」(8頁 )と して次のように論ずる。

「理論的に<あ るべき価格>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だすのは不可能で

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,土地を単位とするものではな

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

かないとかと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」(8頁)と 。

たしかに,理論的に「あるべき価格」=「抽象

的理論モデルのなかでのみ設定可能な米価」を厳

密な意味において「現実に……みつけだすのは不

可能」である。しかし,だからといって「政策米

価の決定」に際して,「あるべき価格」が無視さ

れてよいということにはならない。「あるべき価

格」という考え方が基準になってこそ政策米価は

選定されるべきだからである。「あるべき価格」

に最も近似的な価格として政策価格は決められる

というべきである。「政策米価の決定にこれ (米

生産費調査)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」といわれるが,あ る特定の「階層の

農家を基準にして米価を決める」というとき,な

にゆえにその特定の階層の農家を基準にするの

か,その「政策意図」は何に由来するのかが問わ

れなければならない。それは,その階層の米作農

家の再生産を可能ならしめることによって必要と

される米の社会的生産量 (=需要量)が充足され

うるとの判断に基づく,と いわなければならない。

そういう意味で,理論的に「あるべき米価」水準

を基準に,現実に求めうるその近似値として政策

米価が決定されるとみなければならない。「ある

べき米価」は,米の社会的需要量を充足するため

に必要な米価水準であって,そ こでは需給関係が

全 く無視されているわけではない (そ の点につい

ては第 1図 をもって既述したところである)。 その意

味において,「あるべき価格」は需給均衡価格に

ほかならず, したがって現実の米価が需給不均衡

価格であるならば,それが「<あ るべき価格>に

比べて高いとか低いとかいう」ことはいいうるの

であって,け っして「ナンセンス」ではない。

「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とを理由に理論的に

“低米価"であったと規定し」ているが,「その

ことは米は国内自給するという一定の政策判断を

前提として成立つものであり,<理論的>な米価

の高低を示すものではない。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。100%自 給が達成されないから低

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的判断にすぎない」(9頁 )

と,佐伯氏は「一定の政策判断を前提にしてはじ

めて成立」する米価の高低は「<理論的>な米価

の高低をしめすものではない」としているが,「政

策判断」をどこに置くかは別として,一定の前提

なしに,ア・プリオリに「<理論的>な米価の高
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低をしめす」ことなどはそもそもできない。「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"と い

わざるをえない」というが,「需給が緩和する」

とはどういう事態をいうのかを具体的に示すこと

なしには,た とえ需給が緩和しても “高米価"だ

とは必ずしもいえない。それはちょうど一定の政

策的前提なしに,ア・プリオリに「100%自 給ま

では “低米価",それを超えると “高米価"」 とい

えないのと同様である。たとえ「米生産が拡大し」

以前よりは「需給が緩和するようにな」っても,

なお一定の必要な社会的需要量を満たしえない程

度の米生産の拡大にすぎないなら “高米価"と は

いえないであろう。その「一定の必要な社会的需

要量」をどの程度のものとみるかは「政策判断」

といえようが,その政策判断が決まれば,政策的

前提たるその一定量の社会的需要量を満たさない

程度の「需給の緩和」にすぎなければ依然として

“低米価"にほかならず,政策的前提たる一定の

需要量を満たし,それ以上に米生産が拡大するよ

うになったときにこそ,は じめて “高米価"と い

えるのである。その意味において,理論的には,

必要需要量を満たすに必要な米生産の限界農家の

再生産を可能ならしめるか否かによってこそ米価

の高低は論じられるといわなければならないので

ある。したがって,国内完全自給が政策的判断と

されれば,100%自 給までは “低米価"と 判断し

ていっこうさしつかえないし,そ う判断せざるを

えない。

佐伯氏の指摘されるように「これまでの農産物

価格論においては……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」(8頁)と するならば
,

「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」と,両者を峻別すべきことを強調するだけに

おわることなく,両者の関連と接近の手法をこそ

示すべきである。さもなければ,なんのための理

論米価であるのか? 現実にその水準をみつけ出

すのが不可能だからといって理論米価の「破綻」

を宣告するのは,ち ょうど商品の価値水準は現実

にはその水準をみつけだすのが不可能であるとの

理由をもって,価格の究極的規定としての価値論

の破綻を宣告するのと同様である。そうした論議

の仕方は,やがて価値論なき経済学と軌を一にす

ることとなりかねない。

商品価値論は抽象的理論モデルのなかでのみ設

定可能なもので,「そうした研究は価値論として

は一定の意義をもちうるとしても,現状分析論と

しての価格論につながるものではない」とするな

らば,価値論は何のための価値論であるのか ?

価値論は価値論のための価値論ではない。現実の

価格分析のための理論的基礎としての価値論の意

味が見失われているといわなければならない。商

品価値は現実の価格分析の下向法的帰結である。

分析の下向法的帰結であるかぎり,上向法的展開

によって「後方への旅」(マ ルクス「経済学の方法」)

を完結させなければならない。価値論は価格分析

の理論的基礎として位置づけられているはずであ

るが,佐伯氏にあっては,価値論と価格論は「つ

ながらない」,フ レーム・ヮークの異なる別の世

界としてとらえられているようである。さきに方

法論的問題点として指摘したゆえんである。

5。  佐伯氏の批判に応える

佐伯氏によれば,常盤の農産物価格論は消極的

な “低米
′"論に属 し,「論点のスリ替え論ない

し原因転嫁論」で「ゴマカシでしかない」という。

氏の筆者への批判は次の文章をもってはじまる。

「論点のスリ替え論ないし原因転嫁論」は「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なっている。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」(5頁 )と 。そしてそれ

ぞれについて分けて批判を展開されているので,



それにそって応えてゆくこととする。        である。そもそも伝統的農産物価格論が絶対的価

1) 「相対収益」論はゴマカシか?      格水準について “低米価"を いいながら,過剰に

佐伯氏は筆者の論考を引用した後に次のように  ついて相対的価格関係をいい出すこと自体が矛盾

批判する。「要するに,常盤氏の米過剰について  しているのである。こうした “相対的高米価論"

の認識は<米が高い>か らではなく<他の作物が  が米過剰について何物も積極的に説明していない

安い>か らだというのである。こうした主張はひ  ことは明らかである」(5～ 6頁 )。

とり常盤氏のみならず伝統的農産物価格論者に広    「米が高ければ米生産は増大するし,低ければ

くみられるところである。/だが,こ うした主張  減少する」という。単純明快。全くその通りであ

は明らかに論点のスリ替えで,極端にいえばゴマ  る。しかし, この命題こそ全く現実の具体性を捨

カシでしかない。米の生産を一義的に規定するの  象した, もっとも「抽象的な理論モデル」のなか

は米価であり,それ自身の収益性いかんである。   でのみ通用する命題で,「高校生でもわかってい

米価が高ければ米生産は増大するし,低ければ減  る」(2頁)程度の抽象的命題でしかない。この

少する。こうした基本的関係をふまえた後に,は  命題が一義的なことは,「米価が低く,それによっ

じめて他作物との代替が二義的に問題になるにす  て生産コストを償えなければ,米生産は他作物の

ぎない。そのことは次のことを考えただけでも明  収益性いかんを問わず減少する」ことを「考えた

らかであろう。米価が低く,それによって生産コ  だけでも明らか」だ,と佐伯氏はいう。もっとも

ストを償えなければ,米生産は他作物の収益性い  抽象的な命題としてならこの命題は否定すべくも

かんを問わず減少するであろうし,逆の場合は逆  ない。だが,現実にはこの命題が必ずしも貫徹す

第 1表 作付規模別にみた米価の生産費に対する割合

a)米価と第 1次生産費

米 価 /生 産
作付面積
階  層

全階層

0.3 ha未満

0.3～ 0.5 ha

O.5～ 1.O ha

l.0～ 1.5 ha

l.5～ 2.O ha

2.0～ 3.O ha

3.O ha以上

b)米価と第 2次生産費

60年産

1.16

0.80

0.88

生    産

02

60年産

0.91

米

作付面積
階  層

全階層平均

0.3 ha未満

0.3～ 0.5 ha

O.5～ 1.O ha

l.0～ 1.5 ha

l.5～ 2.O ha

2.0～ 3.O ha

3.O ha以上

52年産 53年産 54年産 55年産 56年産 57年 産 58年産 59年産

1.43 1.37 1.26 1.14 1.09 1.10 1.07 1.22

1.04
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0.87

0.97

1.14

1.24
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1.42

８

９

０

２

４

５

６

52年産 53年 産 54年産 55年産 56年産 57年 産 58年産 59年産

1.12 1.06 0.97 0.89 0.85 0.85 0.83 0.95
８

９

０

１
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４

0.84

0.89

0.98

1.08

1.14

1.20

1.30

７
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０
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１

１

0.69

0.73

0.83

0.90

1.01

1.04

1.12

0.70

0.74

0.81

0.91

0.95

1.00

0.96
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0.64

0,72

0.78

0.87

0.93

0.99

0.96

0.71

0,78

0.88

0.97

1.05

1.11

1.17

注 :生産費は, 農林水産省「米生産費調査」 (販売農家)に よる60 kg当 たり生産費である。

0.67

0.73

0.82

0.93

1.02

10.8

1.10
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るとはかぎらない。なぜか? たとえば,「生産

コスト」といっても具体的には第 1次生産費をと

るか第 2次生産費をとるかによってかなりのへだ

たりがあるし,いずれをとるにしても,償わるべ

き「生産コス ト」の高低は階層によってまちまち

であり,地域によっても異なるし,ま た,「生産

コス ト」が償われるか否かは作況によっても異

なってくる。ちなみに,第 2次生産費をとれば
,

昭和 53年産米以降,稲作規模 l ha未満ではす

べての階層で米価は生産費を償っておらず,58

年産米では 3 ha以上層をもふくむ全階層で米価

は生産費を償ってはいない。(第 1表 b参照)。 第 1

次生産費をとれば,昭和 53年産では0.3 ha未 満

層をふくむ全階層において米価は生産費を償って

いるが,57年及び 58年度米ではl ha未 満では

米価は生産費を償っていない(第 1表 a参照)と いっ

た具合である。

単品をとれば,た しかに価格が高まれば増産さ

れ,低まれば減産される, と一般的にはいうしか

ないが,よ り具体性をもたせて複数商品をとれば,

そう単純にはいえない。価格が高まるといっても,

たとえば,A,B二種類の商品の騰貴の仕方にア

ンバランスがあれば,騰貴率の高い方がより増産

されるし,価格が下落する場合にも,下落率の大

きい方がより多 く減産される。Aま たはB商品

の生産にしか進出できない経営を想定すれば,下

落率の高い 。より不利な商品の生産をやめて,下

落率の低い・相対的により有利な商品の生産に向

うことは大いにありうることである。だから,よ

り具体性をもたせると,「米価が高ければ米生産

は増大するし,低ければ減少する」と,そ う単純

にはいえない。米価が低くても,他の作物 (の収

益性)がより低ければ,米のほうが増産されるこ

とは大いにありうるのである。したがって「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」ということにはけっしてならない。

米価が生産費を必ずしも償いえない低米価であっ

ても,転作しようとする他の作物の価格が低く,

その収益性が米作の収益性より低ければ,生産費

を充分に償わないという意味で低米価であっても

他の作目よりはまだマシというわけで増産される

(あ るいは他の作目ほどには減産されない)と いうこ

とは大いにありうる。事実,米過剰が顕現する昭

和 40年代には,た とえば小麦の一日当り家族労

働報酬は米作の1/4～ 1/5程度,農業臨時雇賃金の

1/3～ 1/4程度にすぎなかったのである。けっして

「論点のスリ替え」でもなければ「ゴマカシ」で

もないのである。原論の直接的適用をいましめて

やまない佐伯氏自身が,価格と生産との関係を全

く単品的にのみ理解し,「米の生産を一義的に規

定するのは米価であり,・ ……米価が高ければ米生

産は増大するし,低ければ減少する」と単純にわ

りきることこそ「矛盾している」といわなければ

ならない。“相対的高米価"論は,他の作物の価

格が余りにも低すぎるがゆえに米作への偏重が修

正されえず,米消費の減退とあいまって米「過剰」

となったことを積極的に説明しているのである。

転作が必ずしも定着しないのは,作日間収益性の

バランスのとれた総合的農産物価格政策を欠いた

まま,稲作減反の「痛み分け」的な転作奨励金に

依存してきたからにほかならない。

「米の生産を一義的に規定するのは米価であり,

……米価が高ければ米生産は増大するし,低けれ

ば減少する」といった,き わめて抽象的単純命題

をもって割り切ろうとする佐伯氏は,価格こそ正

しい資源配分を行うもので,こ れによって「見え

ざる手」による神の予定調和を期待するA.ス ミ

ス流の発想に立っておられるようで,そこには価

格の形成自体のうちに収奪関係の入り込む独占資

本対小農民経営といった現代資本主義の歴史的経

済構造の特質などは眼中にないもののようであ

る。そのことは「兼業農家米価無反応論」との関

連のなかで一そう明白となる。

2) 「兼業農家米価無反応論」について

佐伯氏は「それでは,後者 (兼業農家米価無反応

論」)についてはどうか」と次のように論をすす

める。「常盤氏は<原理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>事実を指摘し,こ れについて
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次のようにいう。<そのような零細農が広範に実

存するなかで,『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 こでは生産費を償え

ないほど低い政策的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>。 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。・……中略……。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」(6頁 )。

佐伯氏のこの批判文の趣旨は必ずしも明確では

ないが,「生産費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」点については,佐伯氏自身「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」と評価しているのだから,これ自体は問題は

ない。問題は,そ うした米価に「無反応」
1)な

零細農のほかに「米価水準の上下に応じて供給量

を増減させる」「市場価格規制的農家層」たる「商

品生産農家の限界層」があることを「示唆」しな

がら,「そうした類型区分なしに漠然と限界生産

者を想定し,こ れを基準に米価を論じてきた」と

ころにあり,それがおかしい, としているようで

ある。ここでは,た とえば,自川清氏が行った2)

ように1～ 1.5 ha層 とか 1.5～ 2 ha層 こそが「限

界生産者」であるといったふうに,明確な「類型

区分なしに漠然と限界生産者を想定し」(傍点引用

者)た ことに批判がむけられている, とするなら

ば,そのような形で「限界生産者」階層を明確に

は区分できないからにほかならない。それは,そ

れこそ佐伯氏のいわれる「抽象的理論モデルのな

かでのみ設定可能な」限界層とは異なって,よ り

具体的な諸要因が加わっているため,地域的にも

異なりうるし,各個別農家の経営構造によっても

異なりうるからである。理論的には想定しえても

現実には明確には規定しえない「限界生産者」層

を「漠然と……想定し」てはならず,具体的に明

確にせよというのは,佐伯氏がいましめてやまな

い「捨て去るべき」「原理論の直接の応用」(9頁 )

を強要するものといわなければならない。

「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」

という批判も,その趣旨は必ずしも明確ではない

が,「生産費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」の

存在は,「限界生産者」=「市場規制的な……商

品生産農家の限界層」にとっては低米価であるか

もしれないが,米価に「無反応」的な零細農にとっ

ては,それなりに採算があって米作を継続してい

るのだから,そ うした零細農にとってはそれなり

の「採算価格」なのであって低米価ではないとい

うことになるのではないか, ということを意味し

ているようである。もしそうだとすれば,こ のよ

うな零細農家の「採算価格」をもって低米価では

ない,と 主張することは,米価を「オール兼業化」

的「採算価格」水準に抑制することによって米の

需給調整 (=米「過剰」の解消)を はかるべきだ,

と主張することを意味する。佐伯氏の主張は過酷

な決定的米価引下げによる米「過剰」解消論といっ

ていい。そのことは次のような叙述のうちにも端

的に示されている。「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

識されてはいても,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」

(10頁 )。

「零細農といえども,彼 らが商品生産者である

かぎり,価格に全く無反応であるということはで

きなぃ3)。
」したがって,Cを割り込むほどの低

米価であれば (その程度及び持続性にもよるが),お

そらく米作から手をひくであろう。それほどの低

米価を強制すれば,零細稲作経営は減少して,米

「過剰」の解消に役立つかもしれないが,そのこ

とは単に零細農を減少させるだけにとどまらず,

専業的上層農をも兼業化においやることになろ

う。「オール兼業化」的「採算価格」というゆえ

んである。兼業農家が Cを 割り込むほどの低米

価のもとでどう行為するかなどということを「地

道に一歩々々実証を積み上げてい」かなければな

らないほどの低米価をきたすことなく,米「過剰」

を解消する方途を見出すことこそ農産物価格論の

課題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

問題とされなければならないことは,高校生でも

わかっていることである」(2頁)と いうことから,

「米の生産を一義的に規定するのは米価であり,

……米価が高ければ米生産は増大するし,低けれ

ば減少する」(5頁)と いった単純な命題をゴリ

押しして,米「過剰」が解消するまで徹底的に米

価を引下げる以外に米「過剰」解消の途はないか

のように主張することは,「研究者の怠慢という

よりはむしろ堕落である」(2頁)と いわれかね

ないであろう。けだし,そ うした主張は,結局は

自由放任の市場価格メカニズムに委ねる以上の最

善の途はないということ (ス ミス流の発想というゆ

えん)に帰結し,政策的無策を意味することにな

るからである。

現代資本主義は,自 由競争段階におけるように

市場価格メカニズムを通じて資源の適正配分を期

待することはできない。とくに,日 本資本主義は,

独占的大企業を親会社とする下請・孫請関係の重

層構造を特徴とし,その底辺を農家及び農村労働

力に置く格差賃金構造によって支えられている。

農産物価格論の「破綻」論によせて 11

したがって,「地域的・業種的になんらかの賃金

格差がありさえすれば,それは直ちに “低賃金"

である」と規定し,「そうした格差の存在をもっ

て直ちに “低賃金"と規定することは,ほ とんど

何事もいわないにひとし」(10頁 )く ,「古い理論

の枠にしがみつき,こ れを “低賃金"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」(9頁)こ とは否定すべく

もないが,だからといって,佐伯氏のように「こ

こまで日本経済が成長し,アメリカの賃金水準に

迫ろうとしている現在」もはや日本には低賃金基

盤はないかのように考えたり (10頁 ),「およそい

かなる国であれ,具体的な賃金水準には地域的・

業種別 。規模別格差をふくむことは当然である」

(同上)と して, 日本における独占的親企業の系

列的な中小零細企業に対する下請・孫請的な納品

価格の買い叩き的格差構造
4)の

底辺にある低賃

金基盤の存在を否定しさるのは皮相的といわなけ

ればならない。「日本経済が成長し,ア メリカの

賃金水準に迫ろうとしている」(10頁 )と いわれ

るが,円高による見せかけ的要因が大きいし,住

宅・社会保障問題など労働者階級のストックをも

考慮に入れるとき,はたして日本の低賃金構造が

解消されて,欧米なみの賃金水準になったといえ

るかどうかきわめて疑間といわなければならな

い。

注

1)兼業農家が米価に「無反応」であるとか,「兼業

農家米価無反応論」ということは佐伯氏の命名に

よるもので,筆者は「零細農といえども,彼 らが

商品生産者であるかぎり,価格に全 く無反応であ

るということはできない」 (常盤政治『農産物価格

政策』,家 の光協会,昭和53年,52頁)と いう形

でつかっている。

2)白川清『農産物価格政策の展開』,御茶の水書房,



12

昭和51年 ,155頁以下参照。

3)常盤『前掲書』52頁

4)と くにG5以降の円高対策として顕著にあらわ

れていることは周知のごとくてある。常盤「円高

と産業構造および農業農民」 (『農業・農民』通巻

306号,昭和61年 7月 ),井上和衛「水田農業確立

と地域経済構造のあり方一特に労働市場 との関連

から一」 (『農業と経済』第 53巻第 6号,昭和62年

5月 )参照。

/受付 昭和 62年 4月 30日、

受`理 昭和 62年 6月 25日ノ
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