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原論無用の農産物価格論は成り立つか

―佐伯・ 常盤論争によせて

犬 塚 昭 治

1929年の世界大恐慌の数年前に,世界的な農産

物過剰の出現とその国際価格の暴落が先行 してい

たことは周知の事実であろう。とくに農産物の輸

出に頼っていた南の諸国はその価格暴落によって

工業製品の輸入と先進国からの借入金の返済に困

難をきたし,その再生産機構は大きく撹乱させら

れたのであった。農業諸国への投資機会を失った

過剰資本はアメリカの証券市場に流れこみ,やが

て世界恐慌へと連動 していった1)。

そのたんなるアナロジーでいうわけではないが
,

日本を含めていまや世界的に農産物過剰問題が出

現 している。もちろん南の国 ぐにの一部で発生 し

ている飢餓の問題も,一見正反対のように見えな

がら, じつはこの世界的農産物過剰問題の一部を

構成しているのである。日本でも1969年以来,米

が構造的に過剰問題を抱えていることは誰の目に

も明らかであろう。もちろん一部には米過剰をい

うのはタメにする発言であって,そ れは仮象で し

かないという見解が根強くあるが,事実の流れを

真正面から見据えるならば,それこそタメにする

発言であることが判然とするはずである。またも

ちろん麦類,大豆,飼料穀物は国内生産としては

過剰どころか決定的に不足しているのであるが ,

それも世界的過剰の現れである。過剰とは価格の

問題であって,一定の高さの価格では売れないが
,

価格を低 くすれば売れるという問題なのである。

だがそれでは価格低落の程度にもよるが,経営が

成 り立たないということにもなるのであって,そ
こに過剰問題の深刻さがある。食管で全量管理さ

れている米は国内生産としても69年以来過剰問題

を抱えこんでいるが,それこそ食管再編論議をひ

きおこした原点にほかならない。

この農産物過剰問題にいかに対処するか,と い

う点に減反問題を含めた現下の価格政策の正念場

があり,農業問題の焦点がある。研究もまたその

現実に重要な問題と離れてあるわけではない。佐

伯尚美氏は本誌64号の「農産物価格論の破綻」(以

下,佐伯論文とよぶ)と いう論文において:一方

では旧来の農産物価格論の大半は過剰問題を解き

えない根本的難点をもつものとしてこれを論難さ

れ,他方では「農産物価格論再生のために」はこ

れまでの議論を,捨て去るべき部分と継承・ 発展

させるべき部分とに分ける必要があると主張され,

それぞれについて論点を提示されている。筆者の

試み2)も
捨て去るべき部分のものとして取り上げ

られ,非難の対象にされている。またこの佐伯論

文で批判の対象にされている常盤政治氏は本誌65

号の「農産物価格論の『破綻』論によせて」 (以

下,常盤論文とよぶ)と いう論文において反論を

展開されている。われわれはもちろんこの二つの

論文か ら多くのことを学びえた。だが同時に多く

の疑問も消え去 らない。とくに佐伯論文にたいし

てそうである。なかんずくその原論適用無意味論

の主張には異議申し立てを禁 じえなかった。

1.高米価・ 低米価の基準

佐伯氏は梶井功氏が提起 した高米価・低米価の

基準が「理論的」なものではなく,一定の政策判

断を前提にしたものにすぎないとして,つぎのよ

うにいわれる。すこし長いが正確を期すために引

用 しよう。「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 〔と一引用者〕



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。〔中略〕 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
tマ

低

米価 ",それを超えると
tt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」(佐伯論文

9頁 )と 。ここであらか じめ注意を促 しておきた

い点は冒頭の昭和40年代というのは30年代の間違

いではないかということである。というのはこの

引用文の直前に「先にもみたように」とあって ,

その「先」をみると梶井低米価説の根拠の一つと

して「米の国内自給が達成されていないこと」(同

4頁 )があげられていて,出典が注記されている。

その原文をみると明らかに昭和30年代なのである。

これは誤記といってはすまされない軽からざる意

味をもっている3)。

それはともかくこの佐伯氏のいわゆる「理論的」

基準でまず問題となるのは需給緩和の意味である。

佐伯氏にあってはある米価水準によって米生産が

拡大 し,そ の結果供給が需要を超えて過剰になっ

ても "高米価 "と はいえないのであるから,氏の

く`
高米価 "と はある米価水準によって米生産が拡

大 し,その水準にみあうところでその拡大が止み,

そのときの供給はなお需要を満たしえない,と い

うばあいの米価ということにならさるをえないで

あって,それは低米価を意味こそすれ高米価を意

味しえない。逆のばあいには米生産がある程度減

少 してなおかつ供給が需要を超えていても,氏に

よれば
颯
低米価 "と いうことになる。この点はつ

とに常盤氏が指摘していたことであった (常盤論

文 7頁 )。

要するに佐伯氏の「理論的」基準をもって して

は,氏の意に反 して米価水準から米過剰も米不足

も説明できないのである。いまさら氏にたいしい

うも愚かであるが,価格によって生産が増減する

のはまさに価格の生産調節作用のことであって
,

その価格の上昇・下落と価格水準の高低とを氏が

混同されたとしかいいようがない。価格水準の高

低は梶井氏のいわれるように過乗」・不足にその基

準を求めざるをえない。あるいは理論的にもっと

正確にいえば常盤論文にあるように (6頁 ),国 内

自給を前提にした需給均衡価格がその基準になる

といわなければならない。もっともその需給均衡

価格は常盤氏の意に反 して特定することは原理的

に不可能なのであるが。

なるほど梶井氏にしても常盤氏にしても米の国

内自給という一つの政策判断を前提にしているこ

とは確かである。だが,その問題に入る前に佐伯

氏に一つの錯覚があったのではないかということ

にふれておきたい。すでにみてきたよ うに氏の

「理論的」高米価説が「破綻」しているものとすれ

ば,それはそもそも「政策判断」を前提にしない

客観的な基準を求めようとされたこと自体に淵源

する。完全な市場原理の支配する一元的世界にお

いては,構造的な過剰または不足の事態は恐慌と

かその直前のブームの時期とかを除けばありえな

いことであり,あ ったとしても需給調整過程にお

いて一時的にありうるだけである。いまさらいう

までもなく市場原理に需給を調節する自動調整能

力があって,需給均衡価格それ自体が高いとか低

いとかいってもなんの意味もない。氏の主張され

る「理論的」基準などそもそも存在 しないのであ

る。

さて国内自給という政策判断についてだが,じ

つはそれはたんなる政策判断ではないであろう。

なぜなら外国農産物にたいする国境保護は確かに

一つの政策判断といえようが,そ れを前提にすれ

ば,市場原理に任せようと国家管理に任せようと,

いずれにせよ国内需給均衡を実現せざるをえない

のであり,その意味で需給均衡そのものはあらゆ

る社会の存立にとって必要な,宇野弘蔵氏のいわ

ゆる経済原則
4}と ぃぅべきものだか らである。市

場原理に任せるということは無用な混乱を必ず伴

うにせよ,そ の自動的需給調節機能に任せるとい
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うことであり,国家管理に任せるということはそ

の市場原理をまったく排除するか,それともそれ

をある程度前提にしつつこれを公権力によって制

御 しながら需給均衡を意識的に実現 してゆくとい

うことである。いずれにせよ需給均衡するかどう

かという選択の余地はない。それならば自由に任

せておいても実現できるのに,な にゆえ国家管理

に任せるのかという疑間が生ずるが,こ れについ

ては別のところで論 じた5}の でここではふれない。

国内需給均衡政策はこの意味で社会的必然性をも

っいるのであって,こ れをしも選択 しうる一つの

政策判断だというのならば,そ うはいかないので

ある。

佐伯氏が国内自給は一つの政策判断であるとい

われるとき,それは外国農産物にたいする国境保

護措置を意味していたには違いない。 しかし国境

保護措置がなければそもそも高米価・低米価論は

無用である,と いうことはすでにのべた。その論

議は国境保護措置という政策を前提する以外には

成り立ちようがないのである。この国境保護措置

は確かに商品経済的には選択の余地のある政策で

ある。それについてここで論ずる余裕はないが ,

ただそれも現代の国内・国外の諸条件を考慮に入

れるならば,すでに氏ご自身近著でいわれている6)

ように国際的市場原理には任せられないのであっ

て,こ とはどうやら経済原則の国内実現の問題だ

といえそうだ,と いうことだけをのべておきたい。

梶井氏が日本の農産物価格政策についてそれは

一義的に農民保護政策であり,それが第一の目的

であるという従来の認識は実体的には誤っている

としてこれを退け,本質においてそれは需給均衡

政策であり,その意味で農業保護政策であって ,

農民保護政策の効果をもっのはその結果でしかない

ことを明らかにされたこと7)は ,大きな功績であると

われわれは前に評価 したし8),い までもそう思 ってい

る。国境保護措置のばあい,国内農業の保護が第

一の目的であり,農民保護はその結果なのか,そ

れとも農民保護が第一―の目的で農業保護はその結果

なのか,われわれ自身定かにしていないが,いず

れにせよ農民保護だけではないことは確かである。

それはともか くいまここで問題にしたいことは

農産物価格政策にたいする梶井氏の規定がもつ功

績の一つが,農民保護政策という言葉のもつ経済

学的意味を明らかにした点にあるということであ

る。という意味はこうである。農業内部にたいし

ては農産物価格に実現される農民の「労賃水準」

が価格政策によって引き上げられると思うのは錯

覚であって,それは不可能なことなのであり,同

じことだが農外にたいしては価格政策によって農

民が通常の勤労者以上の「労賃」水準所得― じつ

は平均以下の「労賃水準」しかあげていないのだ

が,そ の所得一を懐に入れているという判断も間

違いである,そ もそも価格政策によっては現実に

農民かうけている社会的労賃水準を上げたり下げ

たりすることはできないのであって,上げたり下

げたりできるのは差額地代部分である,と いうこ

とである9)。 これにもう一つ加えなければならな

いのは,他の条件にして一定ならば,価格政策によっ

て増減できるのは農業「労賃」所得総量であり,

その意味で農業の「雇用力」である。 もちろん結

果としては自作農であれば価格政策いかんによっ

て混合所得としての農業労働所得総額は増減しう

る。だが総額が問題でそれが多ければいいではな

いか,と いうわけにはいかない。価格を下げたら

供給総量が減少 してしまい,需要が満たされない

ということにもなりうるからである。だが,そ う

した農民の「労賃」水準と自作地地代との関係を

含む諸関係が科学的に解明されうるのは経済原論

の諸規定を基準にしてはじめて可能なのである。

2.農産物価格論 に原論は無用か

原論と現状分析との関係を本格的に考えるとな

るといささか しんどい仕事になる。従来 しばしば

原論の法則が現実のなかにも貫徹 していることを

実証することをもって,あ るいは逆に封建遺制の

存在のためにその貫徹が阻止されていることをも

って現状分析とされていたのであるが,それはま

さしく原論の直接的適用または不適用にほかなら

ず,現状分析といえるものではない10'。
そうでは

なくて一般に現状分析には原論は分析基準として



こそ役立つのであり,そ ういうものとして役立た

せなければならないとわれわれは思う
H)の だが ,

そのばあい原論がどういう意味でどのように基準

になるかということがまだわれわれに十分にわか

っていないからである。

けれども原論適用無意味論という佐伯氏の主張

はこれを受け入れるわけにはゆかない。根本は,

原論そのものの理解とその適用の意味が氏とわれ

われとでは異なっている点にある。氏の主張の根

拠は原論そのものの理解の問題をひとまず別にす

れば,価格規制的な限界投資はいかに努力してみ

ても現実にはけっして特定できないということに

つきる。こういわれる。「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」は「現

状分析 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」(佐伯論文 9～ 10頁 )と 。あと現実に特定できな

いものとして「平均的技術水準」をもつ農家とか

差額地代第二形態論における追加投資とかをあげ

られている。このうち後者でわれわれが俎上にの

ぼせられている。「たと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 く追求しているが,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」 (同 10頁 )と 。

もっとも限界投資が特定できないことと,「平均 的

技術水準」の所在および追加投資の検出の問題と

はことの性質が異なるのだが,そ の点はのちにふ

れよう。

ところで じつは価格規制的な限界生産物が現実

には特定できないことは事実であり,われわれも

すでにそのことを指摘 している
12)。

特定できない

のは資料がないとか検索技術が未発達だからとい

うゎけではない。いわば原理的に不可能なのであ

る。この原理的不可能性はさまさまな豊度をもつ

土地を主要な生産手段とする農業においてはこと

のほか強く現れるといっていいのかも知れないが,

じつは工業においても同様にいえることである。

資本主義社会においては一現行社会主義でも同じ

なのであろうが一特定の財の時間的にも動く現実

の需要量は厳密にはわかりようがないし,価格水

準を規制する時間的にも動 く特殊具体的な現実の

供給条件などなおさらわかりようがないし,さ ら

に外国の現実の供給条件などにいたってはいっそ

うわからない。だからこそ,価格形態をもって漠

とした需要・供給を突き合わせ,その価格を動か

すことによって事後的に需要・供給を調節するし

かないのである。価格形態は必然である。必然と

いうことはそのほかのことでは需要・ 供給の調節

が原理的に不可能であることを意味する。

したがって政府がもっともらしい理屈と数字を

駆使 して,そ してときに「学問的権威」をもって

補強 しつつ「科学的に客観的」な需給均衡価格を

弾き出しているようにみえようと,それは所詮一

定の政治的立場に立った政治的価格で しかない。

梶井氏や常盤氏やに限らず多くの学者が政府米価

に対置させるものとして求められている具体的な
,

「科学的に客観的」とされる「あるべき米価」もま

たやはリー種の政治的米価といわなくてはならな

いであろう。「科学」で需給均衡価格が事前にわ

かるのであれば,も ともと価格形態など無用であ

る。自然科学の法則は本来的に人間生活にとって

外部的な存在であるがゆえに,こ れを利用しうる

のであるが,経済学の法則は人間生活をその内部

に本質的に取り込んでいるがゆえに,かつてスタ

ーリンがいったこと13)と は異なって,単純にこれ

を利用するというわけにゆかない。経済学の任務

はこのばあい政府米価ないしはその対案としての

「要求」米価が現実に果たした一したがって事後

的にしかわからない一客観的役割の解明を通して,

その歴史的意義を明らかにすることであろう。そ

してそれを知ることがその時々としての現在の社

会的実践にある種の緊張感をもって役立つ,と い

うわけのものであろうと思う。
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こういうわけでわれわれも限界投資を現実に特定で

きるとは考えていない。ただしそのいわば周辺部分を

もちろん事後的に現実に求めようとする試みは氏が

批評の対象にされた論文以後にわれわれはおこなっ

ているのであるが,れ はのちにふれるように理由あ

ってのことである。佐伯氏の真意は,現実に特定

できないものをあたかも特定できるものと想定し

て,抽象的議論を弄することは無意味だからおや

めなさい,と いうことにあるのであろうが,そ う

はいかない。特定できないことが原論適用無意味

論を意味することに少 しもならないことはのちに

みるが,原論と現状分析の関係についての氏の認

識は,原論適用無意味論をはるかに超えて原論無

用論になっている。原論と現状分析との峻別論が

それである。

ここまで くると氏の原論理解そのものを問題に

しないわけにはいかない。氏はこれまでの「農産

物価格論の難点」は「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」(佐伯論文 7頁 )こ とにあると

して,こ ういわれる。少 し長くなるが引用しよう。

「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 〔騰貴の誤植であろう一引用者〕す

るであろうし,遂 〔逆 ?一引用者〕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」 (同 7頁)と 。

ここには佐伯氏の原論にたいする理解がよく現

れている。 近代経済学の均衡モデル論に等 しい

というべきなのであろうが,近代経済学を知らな

いわれわれはそういういい方を謹むべきであろう。

確かに氏のいわれるように,原論と現状分析とは

フレームワークが異なるし,こ れまでの農産物価

格論の重大な欠陥が需要の問題をネグレクトして

いた点にあることも事実であるが,それとは別に

氏の原論理解には大いに問題がある,と いうこと

こそより重要である。経済学原理論においてつね

に「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」わけではない。

需給不均衡をたえず均衡化させる機構も明らかに

されているのであって,それを通 して結局は供給

側の条件が市場価格を規制する必然性がとかれて

いるのである。限界投資自体が需要の変動に応 じ

て移動するのであって,そ のC+Vが 固定化 して

いるわけではない。市場価格が限界生産物の費用

価格に規定されているからこそ需要の変動に応 じ

て供給を変動させることができるのである。この

点はすでに常盤氏が指摘されているとおりであっ

て,「需給不均衡ならば,供給側がそれに対応 じ

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,価格水準はもっぱら供給サイ

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」(常盤論文 5頁 )のである。

か くて佐伯氏の「峻別」論は氏の原論にたいす

るいちじるしく静態的な均衡論的理解に由来する

といわなければならない。だがあるいは氏はこう

反論されるかも知れない。なるほど百歩譲って原

論において需要変動に応ずる供給対応が説かれ ,

その過程のうちに価格形成機構が説かれるとして

も,そ れはそのままでは現状分析に通用しない
,

価格変動に応 じて供給対応をしない農民がいるこ



とこそ現状分析の問題であって,それは原論で説

けるものではない,需要が供給を上回るばあいは

価格はC+V以 上になり,下回るばあいには以下

になる,と いうのがそれである,と 。なるほどそ

れは現状分析の問題である。だがすでにみたよう

に現実にも需給不均衡がそういつまでもつづ くわ

けがない。供給対応がいちじるしく硬直的な生産

者は兼業稲作農家であろうが,他方で大規模稲作

農民が供給を増減させて,全体として需給均衡は

達成されるはずである。あるいは価格が需給均衡

価格でなければ強権供出とか減反政策とかいう国

家権力をもってしてでも需給均衡が達成されざる

をえないであろう。なにゆえそうならぎるをえな

いのか,と いうことこそ原論がおさえているので

ある。

氏が「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」(佐伯論文 9頁 )と いわ

れるのも,需給均衡機構は排除されているという

氏独特の原論理解に由来することはみやすい事実

である。だがこれは価値論と価格論との峻別など

というものではなく,価値論にもとづ く価格論と

価値論なき価格論との「峻別」でしかないことは

いまさら説明を要 しまい。

原論を基準とすることなしに現状分析をおこな

っても,そ れは原論を失った ドイツ歴史学派のよ

うに事実の羅列か諸事実間の表面的な連関を叙述

することに終わり,そ して結局その背後に一定の

イデオロギーの混入を避けられないということに

なるのではないか。兼業稲作農民の特殊なビヘイ

ビァも大規模稲作農民の相対的に正常なビヘイビ

ァも,あ るいは政策の作用も外国貿易の意義も,

原論を基準にしてこそその根拠において解明でき

るのではないであろうか。

3.価格形成機構論の欠如

佐伯氏が現状分析においては需給不均衡のもと

での価格問題こそいまや追究されなければならな

い, といわれたのにはむろんわけがある。1969年

からはじまる米過剰構造の出現である。すなわち,

需要の問題を無視することは「需給がそれほど大

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。・・」 (同 8頁 )と いわれる。そしてこ

のばあいはさきに引用 した「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」

といった事態を問題にしなければならない,と い

うわけなのであろう。

だが現状分析としてこういう問題の立て方は正

しいのだろうか。原論においては需給均衡モデル

のみが想定され,現状分析においては需給不均衡

の状態が固定化されることがありうるのであり,

そのばあいは価格はもっぱら需要の弱さによって

決まる,と いうことが問題にされなければならな

い, という認識が理論のうえでも事実のうえでも

誤りではないかということはすでにのべた。確か

に69年以来米の過乗li構造は存在 しつづけている。

だが現実に毎年々々過剰米が発生 しているわけで

はない。過剰米が発生 したとしても単年度需給均

衡方式の,主に豊作による「錯誤」である。現在

の価格水準で自由に米が生産されるならば明らか

に米は過剰になる,と いう意味での過剰構造が存

在しているのであって,現実に過剰が生 じないの

はむろん減反政策がとられているからである。

したがって現状分析としての問題は,市場原理

によってのみ決まるで あろう価格よりも高い生

産者米価を維持するかわりに,減反政策には従っ

てもらう,と いう事態をいかに経済学的に分析す

るかという形で立てられるべきではないであろう

か。実際,69年以後米価政策は事実上減反政策と

セットになって展開されている。そしてまた氏ご

自身も近著『食管制度』において米価政策と減反

政策とを内的に関連させながら優れた分析を示され

ているのである14)か
ら,なぜここで減反政策をは



原論無用の農産物価格論は成り立つか

ず した形で問題を立てられたのか,なんとも理解

に苦 しむところである。

このように氏の現状分析の課題の設定のしかた

に問題があるとするならば,そ れはやはり氏の原

論理解に問題があることに由来 しているに違いな

い。す ぐ前の引用文をみられたい。供給が需要を

オーバーしている「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・・・」とあるが ,

他方需要問題を入れろとい う主張の ところでは

「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」とあった。これは明らかな矛

盾である。むろん正 しいのは前者である。本来な

ら価格が低下 し,「資本」自体の生産性は不変だ

とすれば,こ れまでの限界投資は引き上げられて

供給量が減少 し,よ り土地生産性の高い投資が新

たな限界投資になるからである。だがそうである

ならば「 C+Vが 必ずしも価格規制的にははたら

かないこと」になるとはいえなくなる。

氏にあってこういう矛盾が生ずるのは,原論か

ら需給均衡化機構とそのなかにあって展開する価

格形成機構とを排除してしまわれたからであろう。

だが氏の原論理解にはほかにも疑義をはさむ余地

がいくつかある。それが原論適用無意味論を生ん

でいると考えられるので逸するわけにゆかない。

第一は市場価格論 (市場価値論)に おける標準

的生産条件についての理解である。周知のように

マルクスにあっては「平均説」と「大量説」とい

う互いに対立する両様の説が同時に示されている。

日本でもこの両説をめぐって じつに戦前以来論議

が重ねられている。通説は「平均説」のようであ

るが,それは当該部門の全資本の構成を平均化 し

た資本によって市場価格が規制されるという説で

ある。われわれはしかしこの説をとらない。なぜ

なら『資本論』第二巻の論理次元では一宇野氏の

「分配論」の領域と考えていいが,そ こでは一個

別資本の競争的ビヘイビァに即して法則性を明ら

かにしてゆかなければならないのであって,「平

均的」資本などは個別的にはどこにも存在 しない

からである。単純平均はもちろんのこと加重平均

をとったところでいわば観念的抽象性を免れない。

「大量説」のほうは当該部門の供給総量に大量を占め

る個別資本によって市場価格が規制されるという説

であって,宇野氏や大内力氏によって発展させ られ

た。最近,大内氏によって過去の自説に彫琢が加

えられ,新たな展開が示されている
15)。

われわれ

はそれに示唆をうけて,追加需要に応ずる追加供

給量 (増分)に大量を占める個別資本によって市

場価格が規制されるという説をとなえた16)。
追加

需要にたいしてそうした資本がもっとも容易に
17)追

加供給をなしうるとみなすことができるからであ

る。

われわれのその説は佐伯論文のあとにでたも

のだが,そ れにしてもこれだけの研究史があるの

である。それをあたかもこともなげに「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のも

ほとんど不可能に近い」 (同 10頁 ,傍点は引用者)

といわれる。われわれは氏が「平均説」をとられ

ていることを非難 しているわけではない。「 平均

説」を主張されるのなら「大量説」にたいして一

言あって しかるべきだと思うのである。しかしそ

れはともか く「平均説」では現実にそれらしきも

のを探し出すことも,それこそ原理的に不可能で

ある。個別資本の性格がそもそも問題にされてい

ないからである。だが「大量説」に立てば,そ し

てわれわれの追加供給大量説に立っても,市場価

格を規制する資本の性格をもつとみなしうるよう

な個別経営層を探し出すことができるであろう。

そうだとすれば氏が「平均説」をこともなげにと

られたことが原論適用無意味論を生んだといって

いいのかも知れないのである。

第二は差額地代第二形態論における第一次投資と第二

次投資とが現実には区別できないという氏の説である。

すでに引用 したところであるが,問題の箇所を再

録するとこうである。「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のかはまったく

明らかでない」という文章である。これはよく読

むとわか らな くなって くる文章である。まず「独

立的性格をもつ」というのは「具体的な米作農家



のなかで」「独立的性格をもつ」という意味では

ありえない。理論的には「独立的性格をもつ」は

ずである,と いう意味である。「どこで区別 され

るかはまったく明らかでない」という意味は「本

来は区別されうるのかも知れないが,大塚はその

ことを具体的に明らかにしていないから区別され

うるのか,さ れえないのか,明 らかでない」とい

う意味にもとれないことはないが,コ ンテクス ト

からいえば「具体的な米作農家の経営のなかで
,

区別されうるはずがない」という意味であるはず

である。原論における「独立的性格をもつ」とい

う規定も現実的根拠をもっていなければ,たんな

る観念論になってしまう。そうすると19世紀中葉

のイギリス農業においては区別されえたが, 日本

では区別されえない,と いう意味になるのであろ

うか。あるいは資本家的農業では区別されうるが
,

小農経営では区別されえない,と いう意味なので

あろうか。原論にたいするこういう理解は,わる

くすると原論は19世紀中葉のイギリスには通用す

るが,他の資本家社会 ,他の時代には通用 しない

という例の俗流理論に通 じかねないのではないか。

現実に独立性をもった投資であるかどうかは
,

その投資が可逆性をもっているかどうかというこ

とと,その農産物の生産以外のところに投下して

も,資本家のばあいには一定の利潤が,小農のば

あいには一定の自家労賃が実現されるかどうかと

いうことで判断しうる,と していいでぁろう。と

はいえ確かに現実の問題としてはなお検討を要す

る問題である。原論次元の問題 として も第一

次投資 と第二次以下の各投資 と同質同額 の投

資 と考 えるマルクス以来の伝統的考えに ,わ
れわれは大 きな疑間をいだ いている。われわ

れは少 な くとも日本の小農のばあいには第一

次投資は固定資本投資 と流動資本 (自 家労働

を含む)投 資 とか ら成 り,第二次投資以下 は

流動資本投 資の みから成ると考えて,一定の現

実分析を試みた
18)。

それが氏にたいするわれわれ

の回答であるが,その試みの方向がかりに正 しい

とするならば,価格形成機構の一面を明らかにす

るものとして,原論の現実適用はけっして無用で

はないとしなければならないであろう。

最後に第二は,氏が現状分析をされるさいの理

論的概念の曖昧さである。従来の農産物価格論の

継承・発展させるべき側面として,農民層内部の

競争メカニズムの問題をあげ,こ ういわれる。「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」(同 10頁)と 。ここ

で問題なのは「米価規制的な階層」が理論的にな

にを意味しているかということに曖昧さを残して

いる点である。それは市場価格論にいう標準的生

産条件をもつ農家階層をさしているのか,それと

も価格水準を規定する限界投資に比定されている

自川清氏のいわゆる「限界生産農家階層」
19)を

さ

しているのか不明である。前者だとするとさしあ

たりむしろ問題はない。 しかしコンテクストから

おすと,氏の真意は後者をさしていると考えられ

る。だが自川氏の「限界生産農家階層」という概

念が成り立たないことについてはかつてわれわれ

は指摘した
20な

簡単にいえば理由は二つある。一

つは理論的にいって「限界生産農家階層」は土地

自然力の差にもとづ く限界生産力による投資をな

んら意味 しえないということであり,二つは価格

の騰落に応 じて「限界生産農家階層」があたかも

限界投資のように移動 し,かつそれに応 じてその

「階層」以下の農民層が耕作から離脱する,と いっ

た動きは事実のうえからも認められないというこ

とである。いや「限界生産農家階層」というのは

標準的生産条件農家層をさしているのだ,と かり

にいわれるのであれば,それは強弁となろう,生産

力的意味で後者は「限界」層をさす ものではない

からである。

佐伯氏が現状分析の課題の一つとして農民内部

の具体的な競争メカニズムの解魂をあげられたこ

とは至当である。けれども「米価規制的な階層」

といった曖昧な概念ではおそらく歯が立たないで

あろう。それがかりに標準的生産条件農家層を意

味するならば―「平均説」をとられる氏にあって

は,そ れは確定することは不可能であり,すでに

みたように氏ご自身も不可能だと認められている



原論無用の農産物価格論は成 り立つか

のだが,それはともか く一それはそれで概念の明

確化が必要であろう。いずれにせよここは市場価

格論における標準的生産条件と地代論における限

界投資という二段構えの論理構造をもって現実に

対処 しなければならないところである。

それゆえ供給増分大量説と限界追加投資説と

に立つわれわれ
21)に

とっては,最劣等地一もちろ

ん自然科学的意味での最劣等地ではなく,一定の

需要を満たすのに必要な限りでの最劣等地という

意味であり,ま ず一般的にもそう理解されている,

その最劣等地一の稲作最下層の第一次生産費が米

価を規制するとか,最劣等地の稲作平均規模経営

のそれが米価を規制するとか,と いった通説のた

ぐいは理論的にも事実のうえでも誤りであるとい

うしかないのである。

農産物価格論という現状分析における原論適用

の意義は,現実に限界投資なり限界生産物なりを

確定することのためにあるのではなく一それは不

可能だということはすでにのべた一現実の需給均

衡化機構=価格形成機構を明らかにするためにあ

るとわれわれは考える。そのさいわれわれがその

現状分析の予備的作業として限界投資の存在形態

を理論的に考察する試みをおこなったのも,こ の

現実の価格形成機構を明らかにするためであり,

別のところで限界投資の現実の存在形態のいわば

周辺部を探ろうと試みたのもそのためである。

佐伯氏の現状分析にあっては,価格がもっぱら

需給関係から決まるのはなぜかという課題設定は

あっても,現実の価格形成機構を明らかにすると

いう課題設定は欠如しているのではないか,あ っ

たとしても重視されていないのではないか,と い

うのがわれわれの疑惑である。そしてそのことが
,

氏の原論理解に問題があることと並んで,氏をし

て原論適用無意味論を生ましめた理由ではないか
,

というのがわれわれの判断である。

実際,現実の価格形成機構を解明するためには

原論概念のある程度の適用は避けられない。そう

することなしには無数にある現実の ,政策などを

含む諸事実のなかから,ど ういう事実をとりあげ

るべきかもわからないし,そ うした事実が原論的

法則性をどのように歪め,その事実がその法則性

にたいしてどういう特殊性をもつのか,と いうこ

とも明 らかにならないからである。そしてその法

則性の歪みと,そ の現実特有の事実がもつ特殊性

を明らかにすることはまさに現状分析の課題であ

る。原論のこうした適用のしかたは, じつは原論

を現状分析の基準にするということにはかならな

い,と われわれは考える。

注

1) 榎本正敏「農業諸国の不況化」大島清編『世

界経済論』(勁草書房,1965年 ),渡辺寛「世界農

業問題」『講座 。帝国主義の研究』第 2巻 <『世界

経済』>(青木書店,1975年 )をみよ。

2) 拙稿「解題・農産物価格論の展開と課題」犬

塚昭治編『昭和後期農業問題論集』第11巻 <『農

産物価格論』>(農山漁村文化協会,1982年 )

389頁以下。

3) 佐伯論文,注 18)に ある出典 (梶井功『現代

農政論』<柏書房,1986年 >62頁 〔佐伯論文で

は64頁とあるがこれは誤植であろう〕)に よれば,

こうある。「生産者米価それ自体は,前述 したよ

うにあるべき最低限の価格でしかなかった。米の

構造的過剰が確認されるまで,常に国内産米では

供給不足であり,輸入に依存せざるを得なかった

こと,そ して国内産米での自給達成が政策目標と

されていたことから,生産者米価は国内の水田す

べてを稲作に動員できるような価格でなければな

らなかった」とあって,「前述したように」 とは

同書57～ 58頁のことであり,こ こで問題にされて

いる生産者米価は「第二期」のそれであることが

明示されている。そしてその「第二期」とは

「 1955年以降 69,70年 までの時期」である (同

57頁 )。

こういうわけで梶井氏が需給均衡論にたつ "低

米価 "論―らしきもの,と いうのは氏ご自身にお

いて低米価論と「あるべき最低限の価格」論との

異同が必ずしも明らかでないからであるが,と も

かくそれ―を明確に打ち出されているのは昭和30

年代についてであって,40年代ではないことは

9
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確かなのである。

昭和40年代,正確には44年以降の時期になると

減反政策が入ってくるので,それ以前と同じ次元

で米価水準をみるわけにはゆかなくなるのであっ

て,減反政策を前提にするならばなお
(t低

米価 "

だといわなくてはならない一というのが梶井氏の

主張である (同 89頁以下)。 同じ
tt低

米価 "論で

も根拠が異なるのである。

だだしこのばあいに米の過剰構造が出現した以

上,価格はそのままでは "高米価 "になるので需

給均衡論からいえば―減反政策をおこなわないとす

れば――価格を下げざるをえないことに理論的になる

はずだ一とはいわないところがいかにも梶井氏ら

しいところであるが,こ のいわば論理必然性を明

確にしないことはその主張の科学性を曇らせるこ

とになりはしないだろうか。そして果たせるかな

1986年になって減反政策撤廃を前提に米価引き

下げを提案されるにいたるのである (「稲作農業

の展望とポスト水田利用再編対策」『農業協同組

合』1986年 5月号)。

いずれにせよ佐伯氏がここで「昭和40年代」と

書かれたことは ,こ のあたりの梶井氏の論理構造

―それは佐伯氏がいわれるように複雑で必ずしも

わかりやすいものではないが一を無視することに

なり,ひいては論争を不毛なものにする恐れを生

むのではないであろうか。

* 「梶井氏も高米価論を否定しているが,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」という佐伯氏が引用され「これはどう

みても無理筋というものであろう」 (佐 伯論文

5頁)と 批評されている私の文章は,梶井氏の

このあたりのことをさしている。正確には「農

業再編成と農産物価格政策の転換」(初 出,同監

修『80年代日本農業の諸問題と農協の課題』

<全国農業協同組合中央会 ,1979年 >)のなか

のつぎの文章をさしている。「戦前 (基 本 的に

は自由市場での取引きで米価形成がおこなわれ

ていた。)が どうだったかを,戦前基準時とし

てとられる昭和 9～ 11年 について同様の計算を

してみると,こ の時には米価は第 1次生産費の

ほぼ 2倍になっている。戦前のこの時期の米価

について,高米価だったということは聞いたこ

とがない。むしろ地主制下での低米価というこ

とがよくいわれるくらいなのだが,第 1次生産

費との比較という点では,昭和30～ 43年の米価

は,だからまあまあ戦前なみのところに政策的

に設定されていたというべきなのである」 (同

117頁 )。 ここでは自由市場で形成された戦前

の米価なみといわれているわけで,ど うみても

低米価論を積極的に主張されているとは読みと

れない。「 2倍」という意味は米価の半分が差

額地代だということであって,そ の量的規定が

正しいかどうかはここではどうでもいいことで

ある。

ここで確認しておくべきことは,梶井氏が戦

前昭和 9～ 11年 においても戦後昭和30～43年に

おいてもまあまあ需給均衡価格であったと第一

義的には考えられていたということである。私

が支持したのもそういう認識であった。だが
,

もちろん梶井氏にあっては戦後のその時期の政

策米価に実現されている農民のV水準はきわめ

て低いものでしかない,と いう意味で
に
低米価 "

だと主張されている面も確かにあるのであり,

佐伯氏はこのあたりをとらえたものと思われる。

けれどもその “低米価 "論は需給均衡を基準と

する梶井氏本来のものとは異なるのではないか。

よく読むと米価に実現されているV水準はもと

もと日雇賃金水準のものであって,農外の標準

的なV水準と所得均衡的な米価になっていると

いう誤った常識を諌めている点に氏の真意があ

るはずである。そうであってこそさきに紹介し

た氏の主張と平仄が合うのである。

4) たとえば宇野弘蔵『経済学方法論』<『経済

学体系』第 1巻>(東京大学出版会,1962年)3
頁以下をみよ。

5) 拙著『農産物の価格と政策』<『食糧・農業

問題全集』 第12巻>(農山漁村文化協会,1987

年)267頁以下。

6) 佐伯氏はこういわれている。「米 自由化問題

の前提には,どのような食糧をどれだけ国内で自



原論無用の農産物価格論は成り立つか 11

給し,逆に何をどれだけ海外に依存するかという

点についての t`哲
学 "がなければならない」 (同

『食管制度一変質と再編―』<東京大学出版会 ,

1987年 >240頁 )と 。これにわれわれも全面的に

賛成である。なおこの『食管制度』は同『米流通

システムー流通としての食管制度―』(東京大 学

出版会,1986年 )と ともに,最近洪水のように出

版されている類書の学問的水準をはるかにぬく近

来の快著である。が,米流通に現れた事実上の自

由化の動き,それに伴う諸政策の再編は69年から

の米の構造的過剰に発している。いってみれば統

制原理と市場原理との相克であるが,その歴史的

意義を経済学原理とのかかわりで一とあえていい

たいのだが一解明した部分があれば,なおよかっ

たと思われる。

7) たとえば梶井功編著『日本農業再編の戦略』

(柏書房,1%2年 )230頁以下。

8)前 掲,拙稿「解題・農産物価格論の展開と課

題」385頁。

9) たとえば前掲,梶井『現代農政論』57～58頁。

10) 大内力『大内力経済学体系』第一巻<『経済

学方法論』>(東京大学出版会 ,1%0年)305頁

をもみよ。

11)宇野弘蔵『宇野弘蔵著作集』第九巻<『経済

学方法論』>(岩波書店,1974年 )55頁以下,前

掲,大内『経済学体系』第一巻,303頁 以下をみ

よ。とくに大内氏において,対象の運動を解明す

るさいに,原論が基準になるという視角が重視さ

れているのは,われわれにとって示唆的である。

12) 前掲,拙稿「解題」 387頁 。

13) スターリン『ソ同盟における社会主義の経済

的諸問題』 (飯田貫一訳,国民文庫版,1953年 )

版,1953年 )10頁 。

14) 前掲,佐伯『食管制度』 29頁以下。

15)大内力『大内力経済学体系』第二巻<『経済原

論』下>(東京大学出版会, 1982年)464頁 以

下。

16) 前掲,拙著『農産物の価格と政策』20頁以下。

17) 山口重克氏は「ある時点での追加供給を多少

とも弾力的に行なうことができる生産条件がその

時点での重心を規定する条件である」 (同『経済

原論講義』東京大学出版会,1985年 ,195頁 ,傍

点は大塚)と いわれているが,こ の「弾力的に」

は「容易に」と読みかえることができよう。しか

しいずれにせよ何をもって「弾力的」と判断しう

るかが問題である。

18) 前掲書 , 86頁以下をみよ。

19) 白川清『農産物価格政策の展開』 (御 茶の水

書房, 1976年 )155頁以下をみよ。

20)前掲,拙稿「解題」 388～ 389頁 。

21)前掲,拙著『農産物の価格と政策』第一章 ,

第二章をみよ。

受付 昭和62年 10月 12日

受理 昭和62年 12月 2日
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