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佐伯教授の論難に応える

1

このほど,米価審議会は妙な米価算定方式をき

めた。それに基づいた大幅値下げを自民党に値切

られた上に,算定方式そのものも来年度から実施

ということにされて,“米審無視も甚だしい"と

会長も憤まんの色をかくさず,審議会答申にもそ

の旨を記すという異例の答申になった。私は,米

審が年余をかけて練ったという自慢の新算定方式

も欺嚇に満ちており,いただける代ものではない

と考える。日本の稲作をどうするのかという観点

からもっと練り直すべきだと考える。自民党が新

算定方式に基づく算定を 1年延期 したのはなに

も新算式に問題ありとしてではなかった。いかに

も大幅値下げになること明白な新算定方式は,ア

メリカのゴリ押しになすすべもなく― いや,な

すすべをもとうなどとは最初から考えなかったと

いったほうがいいのだが一 押し切られ,重要農

産物を軒なみに自由化してしまったことに対する

農家の,ま さにこれこそ憤まんといっていい怒り

をなだめるためにはこの際とるべきではないとい

う政治的判断による。これで党は頑張ってくれた

と農家が評価するとは思えないが,1年余裕がで

きたのをせめてもの契機として,農業団体などは

新算定方式の是非について農家も納得できるよう

な論議を深めるべきだし,米審もさらに検討を加

えるべきである。それに,われわれ農業問題の研

究に携わっているものも積極的に発言すべきであ

ろう。

ということを念頭におくとき,佐伯教授の所論

から新算定方式の是非について判断の手がかりが

梶   井 功

何か得られるだろうか。農産物価格政策のあり方

に対する, とくに政策米価― むろんここでは生

産者米価を念頭においている一
のあり方にたい

するなんらかのヒント,算定方式の是非を考える

上で参考になる論理がなにかあるだろうか。残念

ながら,なにも無い。教授の理論では,米価は幾

らであるべきかというような議論は「価値論」的

領域の問題であり,そ れは理論的には論ずること

ができてもその理論にもとづいて現実に算定する

ことはできない相談であって,「価格論」が対象

にすべきはそういう問題ではないとされている。

算定方式の是非を考えるなどというのは「価格論」

の領域外の問題であって,議論しても始まらない

というのであるから,教授のいう「価値論」は現

実の問題解決にはなにも役立たない空論としかい

いようがないことになるのだろう。こういう「価

値論」は極めて特異な「価値論」というべきだが,

この点についてはすでに常盤教授の適切な批判が

あるから繰返す必要はあるまい。

佐伯教授が「価値論」的把握といっているのは

実は原理論的の把握をさしているのであり, した

がって現状分析論としての「価格論」と「価値論」

は土俵が違い,無関係だと教授が主張することは,

大塚教授が指摘しているように「原論適用無意味

論」にならぎるを得ない。原論は原論,現状分析

は現状分析でその間に何の連関もないのだという

ことでは経済学の理論そのものの意味を疑われる

ことになろう。原論,段階論,現状分析論という

方法論に立つ経済学といえども,そ れぞれの論理

次元には連関がないのだなどというのは珍らしい

のではないか。また原論 レベルには「価格論」は
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ないとするのも独得であろう。

佐伯教授によれば,現状分析論的価格論として

は “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"で展開すべきだと

いうことになっている。が,そ れで “米価規制的

な階層を確定"す ることなどは,常盤教授が批判

しているように到底できないであろう。“どのよ

うに運動するか"を明らかにすることはむろん分

解論としては意味があるから, こういう研究を深

めることは結構なことだが,それで価格論だとい

われても困るのである。いま,わ れわれが直面 し

ている新米価算定方式にかかわらせての価格論的

課題として,た とえば固定資産税評価額に金利を

乗 じた額を自作地地代としてコス トに算入するこ

との意味如何という問題がある。標準小作料とい

う政策地代を農地政策上はもちながら,米価政策

においてこのようなナンセンスともいうべき地代

政策を採用するその論理はまともといえるのか
,

そもそも自作地地代と小作地地代をわけて地代計

上することの論理性如何という問題がある。原生

産費の農村賃金を都市均衡賃金に評価替えするこ

との政策的意味は,所得均衡的理念よりもこの奇

妙な地代政策とのかかわりで理解されるべきだと

私は考えるのだが,そ う考えるかどうかは別問題

として, 自家労働評価は如何になさるべきであり,

それとの関連で, この評価替えはどう理論づけら

れるのかも問題のところである。各地に展開 して

いる農事組合法人経営のばあい,企画管理労働費

は自立 した費用構成費目に現実になっているが,

もちろん新算式では問題にされていない。

こういった諸問題の解明が政策米価にかかわっ

て現実に問題になっているのであるが,そ ういう

問題を究明することは価格論の課題ではないと佐

伯教授はするのである。同教授のいう “農民層内

部 における競争メカニズム"解明を目指す分解論

的「価格論」からすれば,今回の新算式の最大の

問題点は,こ の新算式に基づ く政策米価が政府の

意図するように分解促進的に作用するのかどうか

ということになるのだろう。そして,米価を下げ

れば価格規定階層は生産費の低い上層階層になる

はずであるが,算定結果が下層脱落,上層への農

地集中というような,意図する分解をひきおこさ

ないとすれば,そ れはまだ高価格なのであり,価

格引き下げ巾をもっと大きくすべきだというのが

教授の結論になるのだろう。

私などは,稲作の担い手は 5 ha以上層にした

いが,5 ha以 上層の生産量 シエアが小 さいこと

から 1.5 ha以上を担い手層とすることとし,1.5

ha以上平均生産費をベースにして米価を算定す

るという, このやり方自体の当否を論ずることこ

そ価格論の課題だと思うのであるが,価格は与え

られたものとしてその農民各層への影響,そ の価

格のもとで農民各層が “どのように運動する"か

が「価格論」として対象にすべき問題だとする立

場からは,そ ういう問題は課題にはならないのだ

ろう。1.5 ha以上を担い手層 として育てていく

といいなが ら,1.5 ha以上平均 として具体的に

は 2.6 ha規模の生産費をベースにするこのやり

方 は,1.5～ 2.6 ha層 の稲作を赤字にすることに

よって結果としてはこの層を稲作から脱落させる

ことになるはずだという論理矛盾に満ちた算式で

あることなども,問題にする必要はないというこ

とになるのであろう。

算式を問題にすることは,当然ながら地代をど

う考えるのか, 自家労賃をどう考えるのか,資本

利子をどう考えるのか,算定基礎になる経営規模

をどう押えるのか, といった教授のいう「価値論」

的領域に属する問題に踏み込まざるを得ず,そ う

した問題は現状分析論としての「価格論」がとり

あげるべき課題ではないと教授はするのであるか

ら,当然そういうことになる。

ところで,新算定方式による米価引き下げは,政

策が狙っている構造改善促進的効果を発揮するこ

とになるだろうか。こういう算式をひき出した論

理は,従来の全農家平均をベースにした算式が高

米価を結果 し,そ れが零細兼業農家を温存させて

いるのであり,米価を引き下げればコスト高の零細

兼業農家は稲作から脱落 していき,引 き下げた米

価で採算のとれる上層経営だけが残ることになる
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だろうという論理だった。過剰の発生定着は即高

米価を意味 し,過剰問題解決のために米価を低め

るべきだと佐伯教授がいうのと,共通 した理論的

認識をそこに見ていいであろう。ちがいがあると

すれば,新算式をつくった米審は,不採算農家の

脱落が構造改善に結びつくことを期待 しているの

であるが,不採算農家の脱落による過剰の解決が

念頭にある教授のばあいには脱落が構造改善に結

びつくことは積極的にいっていないことであろう。

不採算農家の水田が上層経営に集中して稲作生産

が行われたのでは,過剰問題の解決にはならない。

生産者米価引き下げが消費者米価引き下げに連動

しても米消費増は期待できないから,米価下落が

生産減になるためには,脱落農家の水田が荒廃す

るか,米以外の作物に転換するか,非脱落農家の

単収が減るかでなければならない。そのどれを教

授は想定 しているのであろうか。

生産費調査などでしめされるコストを割り込ん

でも,零細兼業農家が稲作生産をつづけているこ

とは,常盤教授がすでに表示 している。フリンジ

レーバーが稲作生産を担っている零細兼業農家の

ばあい,基幹労働力が稲作に従事 している上層農

家よりも米価低落に対 しては抵抗性がある。後者

が少なくとも農村賃金 レベルの労働報酬を稲作に

求めるのに対 し,前者は極論すれば流動財費をま

かなって若千でも残ればよしとするからである。

この落差があるからこそ,下層農家の水田が上層

農家にうごく経済的条件をととのえるためには
,

米価は下げるにしても下げ幅に一定の限界をもつ

としなければならない。 この点についてはかつて

論 じたことがあるのでくりかえさない。拙論「朝

倉孝吉先生還暦記念論文集『経済発展と金融』所

収「価格抑制は構造改善を促進するか」の参照を

お願いしたいのであるが,新算定方式が意図 して

いることは, この下げ幅の限界をこえるもののよ

うに思われる。そして他方,新算定方式米価は,

下層農家の稲作からの脱落の経済的条件 となる

〔新算定米価≦1.5 ha以下層の物財費〕を満た

すほどの低下でもない。米価引き下げが単収の全

般的減少をひきおこすことも,稲作技術のあり方

からいえばおきそうにもない。ということは,新

算定方式による米価引き下げでは構造改善は進みそ

うにないし,過剰問題の解決も期待できそうにな

いということになるのであるが,佐伯教授の「価

格論」からするなら,更に米価を引き下げるべき

だという結論が出されることになり,そ れは上層

農家の営農意欲をも削 ぐことになろう。佐伯教授

「価格論」の帰結は, したがって日本農業の縮小

後退である。 こういう「価格論」はいただけない。
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さて,私は佐伯教授から何点かにわたって酷評

を受けた。それら諸点について,逐次弁明してお

きたい。 といっても,論難された諸点はほとんど

佐伯教授の盲断か誤解に基づくものであり,偏見を

もたずに素直に読んでもらえば生 じないはずの問

題ばかりといっていいので,弁明といっても前に

述べたことを繰返すことになるが,教授の論難が

そういう性格のものなのでそうせざるをえないこ

とを読者にはお許 しいただかなければならない。

私が政策米価論について論文を発表 したのは1965

年が最初であり,だいぶ古い。以後幾つか政策米

価にかかわって書いているが,視点あるいは論理

は変 らなかったつ もりである。“「理論」の一貫

性を放棄 して現実への対応を図った"と か,“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"と いわれても,そ うしたつもり

はまったくないのだが,そ ういう誤解があるとい

うことは,表現のまずさや論旨の不明確さがあっ

ての誤解かもしれないので, くりかえしも意味が

あるか もしれない。むろん,私 自身,1965年以

来の諸論稿, とりわけ 1965年 の論文に関しては
,

不満足なところがある。それは今回自己批判 し,

訂正 しておくことにしたいが,そ ういう,私 自身

今日の時点で問題と思っている点については,残

念ながら佐伯教授の指摘はない。

教授 によれば,私 も低米価論者の 1人 になっ

ているのであるが,そ のばあい,教授のいう低米

価 とは “費用価格 (C+V)以下"の米価をさす。

いかにも,私もある時期のわが国の米価が “費用
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価格 (C+V)以下"だ といったこともある。1975

年の論文 (『古島敏雄編「稲作の構造」理論編』所収

「政策米価の理論的検討」)の なかでだが,そ のあ

る時期というのは 1940～ 1955年 という,戦時中

ならびに戦後の一時期であり, この時期の米価を

“経済外的収奪米価"だ といった。むろん限界地

費用価格を大きく割り込んだ米価という意味にお

いてである。

この時期以外の米価について,私は限界地費用

価格以下だといったことはな く,1955年以降の

米価が “「その費用価格よりも80%高い『高米価』」

になっている"と する自川清教授の見解 (『農業

総合研究』18巻 2号所収の同氏論文)に反対 し

て “修正評価替えというようなことで生産費以上

に高 く米価をきめているようにみえても,そ れは

せいぜい限界地費用価格をカバーするにすぎない

あるべき水準の価格にきまっていたにすぎないと

いっていい"(1965年論文)こ とを主張 したのだっ

た。限界地の “費用価格 (C+V)"を カバーする

米価だと主張 したのであって,そ の意味では教授

の定義では低米価論者にはならないはずなのであ

る。その点,大塚教授は素直に読んでくれている。

偏見を持たずに拙論を読んでもらえば,大塚教授

のように理解 してもらえる文章になっているとい

ま読みかえしてみても思う。

佐伯教授は “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"“生産者米価はあるべき

最低価格で しかなかった"と いう拙文が梶井 =

“「低米価論」"者 と判断させ る文章だという。所

得均衡的米価ではないが C+V水 準にはなって

おり,最低価格 といはいっても “あるべき"C十

V水準に米価 はなっているというのが私の主張

であることは, こういう一句が出てくるまでの文

章をまさに素直に読めばわかるはずであり, この

文章のどこか ら教授のいう “費用価格 (C+V)''

以下米価を私がいっているという判断が出て くる

のか,私には理解できない。

強いて理解 しようとすれば,教授の論文の注 15

のなかで拙文につけられた教授の文章が手がかり

になる。それは “生産費ならびに所得補償方式と

いう名の算式のもとで実際に与えられた生産者米

価は,平均収量地の半分 くらいの低収量地での米

の再生産を臨時雇賃金 レベルでの自家労賃評価で

保証するのでしかなく,所得均衡を表ではいいな

がら実はそうではなかったという意味で,あ るべ

き最低限の価格でしかなかった"と いう文章につ

いてのコメントだが, こうなっている。 (な お注の

引用文では「臨時雇賃金レベルでの自家労働で……」

となっている。正確にしてほしいものだ)。

「この梶井氏の表現は曖昧であり,あ るべき価格を

所得均衡価格でとらえているのか,そ れとも臨時雇

賃金均衡価格でとらえているのか,は っきりしない。

文章をそのままに読めば,『あるべき価格』は一定

の幅で存在するようにもとれるが,そ うだとすれば

ますます問題がはっきりしなくなる。これは単なる

文章表現の問題ではなく,梶井氏が米価をC+V
として理解しているのか,それともC+V以下と

理解しているかという基本的問題にかかわる」

私が「あるべき最低限の価格」といっていると

き,そ れは農村日雇賃金による自家労賃評価にた

っての費用価格をさしている。その米価論を “費

用価格 (C+V)以下"の “低米価論"に属すると

いうのは,Vは 農村 日雇賃金以上であるべきだ

という判断に立つか らなのであろう。 Vで ある

か らには非農業 Vと 同等であるべきであり,た

とえば都市均衡賃金評価による Vであるべきで

あり, したがって “所得均衡的米価"と いえない

米価だとする米価論者は “費用価格 (C+V)以下 "

米価 という “低米価論"者だということになるわ

けである。

そういうことなら,い かにも私も “低米価論 "

者になる。が,費用価格を構成する Vは一義的

に考えなければならないものなのだろうか。私は

そうは考えない。“本来的な費用を控除 したのち

彼が自分自身に支払う労賃以外の何ものでもない"

V部分 は可変的である。周辺の労働市場の展開

度如何で, ときには “肉体維持の最低限"ま で下

り得ることはあらためて論ずるまでもあるまい。

あるいは農業日雇賃金がとられたり,都市均衡賃

金がとられたり,農家の生活費がとられたり, と

いうようにさまざまな見解が現にあるし,そ れぞ
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れに一定の意味がつけられて主張されている。さ  拠"と 判断されては困るのだが, この①～④ は

まざまな主張はそれぞれ吟味されなければならな  すべて,す くなくとも1955年 以降 1970年 ごろ

いが, しかし,たそえば都市均衡賃金がとられる  までの時期の米価が,大塚教授のいう需給均衡論
べきだとする論者も,農業日雇賃金レベルではV  的米価,い まいった意味での “あるべき最低限の

は実現していないとはいわないであろう。実現は  価格"に なっていることを立証するためにいった

しているが不充分だというところだろう。私が  ことである。順序はちがうが,ま ず事実としてあ

“あるべき最低限の価格"と いったとき,“ あるべ  る② が価格論的にどう理解されるべきであるか

き"と いう限定句は農村日雇賃金評価であるにせ  というところから,私の問題意識は始まる。戦前

よ “費用価格 C+V"は実現しているということを  のそれは,平均生産費でしめされるような平均収

表現 しており,“最低限の"と いう限定句は,V 量地と限界収量地とのあいだには,(米価=限界

評価に当っては今日の労働市場条件のもとでは,  地費用価格)― (平均第一次生産費)に相当する,

農業日雇賃金が最低限の自家労働評価になるとい  すなわち 1.9と いぅ数値からすれば 0.9× 第一

うことを表現したつもりである。このことは,都  次生産費に相当する差額地代があったことをしめ

市均衡賃金評価で不当に高い政治米価が形成され  す。1955年以降でも同じ倍率だということは,

ているという通俗的米価論に対し,そ うではない  同じ差額地代をこの時期には政策的にみなければ

ということを立証することに拙論が費されている  ならなかったからである。④ の条件があり, し

ことから,そ の要約的表現として理解され得るも  かも輸入に依存できず増産政策をとらなければな

のと考えていたのだが,私の米価論が “需給均衡  らなかった状況下では,国内の水田はフルに作付

価格"論だと正当に理解してくれた大塚教授すら  してもらう必要があり,平均収量地の半分という

が “氏ご自身において低米価論と「あるべき最低  ような低収量水田でも再生産可能な米価を政策的

限の価格」論との異同が必ずしも明らかでない…"  に設定する必要があったから,1.9と いう数値を

と評 しているところを見ると,表現は不正確だっ  コンスタントにしめすような政策米価設定が行

たということになるのかもしれない。しかし,政  われたのである。その政策米価算定を,③ の条

治的高米価論者に対し,そ うではないということ  件があるもとで平均生産費を使ってやることにし

を強調する意味での低米価といったことはあるが,  たため,一標準偏差を平均収量から差引いたり,

“費用価格 (C+V)以下"的低米価を主張したこ  都市均衡賃金で自家労賃の評価替えをやって差額

とはないことだけは,重ねていっておきたい。   地代の積みましをしなければならなかったのであ

佐伯教授によれば,私は「① 米価が勤労者と  る。 したがって,都市均衡賃金で評価替えしてい

の所得均衡を達成 しえなかったこと,② 生産者  ることで,政治的慈恵措置として均衡所得を稲作

米価の第一次生産費に対する比率が戦前とほぼ同  農民に与えていると政府はいい,そ うだとまとも

じ1.9%倍にとどまっていること,③ 地代が本  に信じこんでいる人も多い (研究者もふくめて)が ,

来あるべき水準より低い統制小作料で算定されて  それは間違いであり,米価は限界地の農業日雇賃

いること,④ 米の国内自給が達成されていない  金評価での費用価格をまかなったにすぎず① の

ことなどといった,い くっかの理由」を “低米価''  結果にならぎるを得ないのだ, というのが私の論

の “根拠"と してあげているという。        だった。農業日雇賃金評価での費用価格をまかな

いかにも①～④ を私はいっている。が,それ  うにすぎぬ米価は “費用価格 (C+V)以 下"だか

らが “低米価"の “根拠"だなどといったことは  ら “低米価"だ と私がいっているのなら①～④

ないし,な にをどう読んでこれらを私が “低米価''  はまさに “低米価"の “根拠"だが,そ んなこと

の “根拠"に しているとしたのか,サ ッパリわか  はいっていないのである。

らない。書いた当人がわからないのに勝手に “根   1.9倍 というような “統計的事実がいかなる理
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論的意味をもちうるかは不明である"と 佐伯教授

はいう。この “理論的意味"を明らかにすることに

私の 1972年 論文 (『小企業農の存立条件』に収録)

以来の米価論は終始 しているといっていい。“い

かなる理論的意味をもちうるかは不明である"と

いわれたのでは,私 の 72年論文以降の米価論は

まったく無意味ということであり, どういう点を

さしてお前のいう “理論的意味"はナンセンスな

のか具体的に呈示 してほしいものだと思 う。この

肝心の点になると教授は黙 して語っていないので

ある。果 して拙論を読んだ上でこういうことをい

われたのか,と いう疑間すらもつ。“早い話, こ

の比率は最近急速に低下 しているが,だからとい

って,現在の米価が極端な低米価であるというこ

とにはならないであろう"と 教授はいう。当り前

ではないか。過剰になれば当然ながら限界地はよ

り豊度の高いところに移行 し,価格は低下 し,倍

率は低下するはずなのである。この点を 72年論

文で次の図をしめしながら,つ ぎのように指摘 し

ておいた。

価格
C.M

理論的にいえば,従来の限界的な劣等地 Mを
M′ に切り上げ,MM′ の水田を転換させることが

本来政策課題になるべきであり,MM′ という限定

された地域について,そ の地域の農民に犠牲を強い

ることのない転換政策こそがもとめられなければな

らないことになる。''

限界的な劣等地が Mか ら M′ に切 り上げられ

る ことは,当然なが ら価格 は P=CM´ M′ に下げ

られることを合意する。当然なが ら中等地での第

一次生産費に対する米価の倍率は (P=I竃・A)

・ A・ CAか ら(P=rA・ A)■ A・ CAに なるのだから

低下することになるので,同様の趣旨のことを

1975年論文 (古島敏雄編『稲作の構造』理論篇所収)

では

“米過剰が構造的だとするなら,耕境をより豊度

の高いところに引き上げることが,当然の政策課題

になる。そして,農業生産力を総体として低下させ

ずに米の耕境をより豊度の高いところに引き上げる

ためには,望 ましい耕境豊度での再生産を確保する

米価政策をとりながら, より以下の豊度の地域に限

定した転換政策を強力にとることが必要となろう。

より豊度の高いところに米の耕境が引き上げられれ

ば,当然 Pに たいする Cの倍率は低下する"

と書いた。犬塚教授のいう需給均衡論的価格論の

当然の帰結として,供給過剰になれば耕境豊度は

上げなければならず, したがって政策価格は低下さ

せなければならぬとしたのである。犬塚教授は

「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― とは

いわれ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。」と忠告 してくれた。“劣等地 M

を M′ に切 り上げること, ``耕境をより豊度の高

いところに引き上げること",“ Pに たいする C

の倍率は低下する"と いう表現が “価格を下げざ

るをえないことに理論的にはなる"こ とを別の表

現で指摘 しているにすぎないことは,米価論に興

味をもち,拙論を素直に読んでくれた人は容易に

Ｐ

　

Ｐ

　

Ｐ

R′ A'~~T~~~~~~~~
C、 1

劣等地

A' A      M'' M′
/

284万 ha1269万 トン (昭 45)/

300万 ha 920万 トン(戦前 )

〔317万 ha1400万 トン(昭 45)〕

“問題になるのは,42年以降の過剰といわれる事

態のなかでの米価問題である。この理解のためには,

・̈(図 の)…点線で書いてある方が問題なのだが
,

317万 ヘクタールの水田を全部つかっての 1,400万

トンでは供給過剰であり,280万ヘクタール 1,260

万 トンぐらいで需要量には充分なのだということに
,

かりにしておこう。・……
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佐伯教授の論難に応える

推測のつ くことだと思ったのだが,そ うではなか

った らしい。さきに しめ した図で,原 図では

P=CM″ M′ の線や rAの 点 は入れてなかった。

転作政策なかりせば,理論的には P=C豆′M′ に

価格を下げなければならぬことをいうよりも,す
でに実施されているところの,地域傾斜はついた

としても優等地 。劣等地をとわず例外地域を許さ

ずに実施されている転作政策の価格論的検討のほ

うがはるかに重要だと判断 したからである。転作

政策は Pの 固定のもとですすめられた。そのや

りかたで,米の安定供給を保証 しつつ同時に転作

を定着させ過剰問題が解決されるかどうかを,前

掲図を使いながらつぎのように論 じたのである。

“年々の生産費上昇が端的にしめしているように
,

このインフレの過程では M′ .CM′ はM.CMよ り

も高くならざるをえない。Mか らM′ に限界地を

切り上げ,そ れによって過剰をなくそうとするにし

ても,M′ までで安定的な供給量を確保するために

は,M′ .CM′ が生産者米価 P′ として保証されな

ければならないはずである。それなのに価格をP
に釘づけにすることは,M′ での再生産を不可能に

し,そ れがつづけば M′ は生産から脱落すること

にならざるをえない。cM′ に M′ でのコストが上

昇 した条件のもとで,Pで再生産が可能なのはM″

ということになるから,M″ まで耕境は後退 してし

まうことになろう。ということは1,260万 トンでの

安定的供給に必要な水田を確保できなくなるという

ことなのであって, コストが上昇しているなかで
,

価格をすえおいての転換政策は,安定的供給を可能

にする政策ではありえない。P′ に価格をあげつっ
,

MM′ の農民が安心 して転換できるような転換作物

の価格保証,生産体制確立のための財政投資をおこ

なうことでなければならないのである。

インフレによるコス ト増をいうよりは,優等地 ,

劣等地を問わず割当て られる減産が もた らす生産

効率低下→ コス ト増,そ れによる費用曲線の上方

シフ トをいうほうが正 しい。私がそ ういう修正を

ふ くんだ論文 を発表 したのは 1983年 だが (農政

調査委員会刊『水田利用再編』― その中間的総括― ),

水田豊度 の如何を問わず転作を割当てる政策を続

けるか ぎり,前述の論 旨は生 きるといわざるを得

ず,P水 準への抑制下での転作が続けられている

というそのかぎりにおいて,佐伯教授が論難 して

やまない宇佐見繁氏の見解に部分的に同調する。

が,そ ういう生産調整政策は転作非協力, 自由米

市場拡大というかたちで破綻を見せる。当然なが

ら政策提案はあらためて理論的レベルにもどらざ

るを得ぬことになるのであって,そ れが 1985年

論文 (『現代農政論』所収)と なっている。

佐伯教授も,私の “限界必要数量を基準とする

生産者米価の決定という。……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

合意 している"と 認めてくれている。それはしか

し,“抽象的な農産物価格論と現実的な米過剰ヘ

の提言が完全に分離 している"と か “「理論」の

一貫性を放棄 して現実への対応を図った"と かい

うものではなく,大塚教授命名の需給均衡論的価

格論に立った政策米価への提案が,不足時代と過

剰時代でちがったかたちをみせているにすぎない。

理論 は一貫 しているのである。“インプリシット

に合意 している"こ とを見抜かれた教授がそのこ

とを読みとらないのは,原理論の舞台と現状分析

論の舞台はちがい,現状分析論では原理論は役に

立たないという教授独自の方法論的先入観からで

あろう。この先入観をとりはらうことを教授には

おすすめしなければならない。

この点に関連 して,佐伯教授も引用 していると

ころであるが,常盤教授が「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はその生産費がカバーされ

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。自動的に耕作圏外に放遂され

れば,『米過剰』は生ぜず,『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

できない」と批判 している点にふれておかなけれ

ばならない。

なるほど,常盤教授の引用 していることころだ

けか ら判断すれば,佐伯教授のいうように私も
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“費用価格 (C+V)以下 "の 低米価論者になりそ

うである。が,常盤教授が引用 した箇所は,そ の

す ぐあとに “「生産費ならびに所得補償方式」"と

いう方式で,非農業との均衡所得を補償するため

に,あ るべき水準よりも高 くきめられたなどとは,

けっしていえないのであると続いている。いいた

いことはむろんこのあとのほうなのであって,``

む しろ低かった"と いうのは, この結論を強調す

るためにいっただけなのである。低いということ

を積極的に主張する文章ではないことは,全体を

通 して充分理解できるはずであり,全体との関連

なしに一句をとりあげて,そ れが全体の論旨を代

表する言葉であるかのようにとりあげるのはフェ

アとはいえないだろう。限界地以下の水田も簡単

にはむろんなくならない。フリンジレーバーをか

かえこんでいる日本の農民をわれわれは論議の当

然の前提においている。そのばあい,採算われの

稲作経営も,採算われになったからといって簡単

には脱落せず,長期に存続 しつづけることを最初

に指摘 しておいた。この点は農民の現実的対応と

して常盤教授 も認めるところであろう。限界地以

下のところがどうなるかにも同じ要因がはたらく。

米に対する日本の農家の特別な愛着は別としても,

ほかに稲作以上の労働報酬を与える作目なり就業

機会がないかぎり, “生産費がカバ ーされない "

か らといって水田を “自動的に耕作圏外に放逐 "

はしないのである。

3

佐伯教授は,「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」という。また「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」という。自

由市場の取引できまる米価を問題にし,それを価

格論的につめるということになれば,ま さに『あ

るべき米価』を「みつけ出すのは不可能である」。

しか し,わ れわれ一 すくなくとも私一 が一貫

して問題にしているのは政策米価である。政策米

価として「あるべき米価」を論じているのである

が,それはもちろん需要を充足するに足る量の安

定的な供給を可能にするという政策目的にあう米

価こそが「あるべき米価」になる。政策的に需要

量を先決でき,供給曲線の政策的想定が可能だか

らこそ,本来は一 ということは自由市場での取

引きできまる米価なら, という意味だが一 事後

的にのみきまる限界供給地を政策的に先決するこ

とができ,限界供給地費用価格によるあるべき政

策米価が決定できる。日雇賃金以下でも堪えるフ

リンジレーバーではなく,少なくとも日雇賃金の

実現を求める労働力を想定するのも,むろん供給

の安定性を必要とする政策的要請からである。価

格形成にかかわる諸要因を政策的に決定できる政

策米価を論 じているのであり,そ こでは原論的意

味での「不可能性」は可能性に転ずるとしていい

のである。そのばあい,想定需要量に対する安定

的供給を可能にする米価こそがあるべき政策米価

になるのであるから,当然のことながら「需給関

係」は「捨象されて」はならない。従来の政策米

価論が需給関係にふれることがなかったのは,国

内生産では不足であり, 100%自 給が政策的に

目指されていた一 それにはむろん米の国際需給

も,わ が国の経済事情も関係 している一 ときに

は,需給関係をことさらにいう必要がなかっただ

けのことである。

いま引用したすぐあとに私に対する言及がある。

私が「昭和 40代の米価が米の国内自給が達成さ

れていなかったこと (と が抜けていたが誤植だろ

う)を理由に理論的に “低米価"であったと規定

し」ているというのである。犬塚教授の指摘によ

れば, これは昭和 30年代のことを述べたつぎの

私の文章らしい。

“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
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ような価格でなければならなかった。生産費ならび

に所得補償方式という名の算式のもとで実際に与え

られた生産者米価は,平均収量地の半分くらいの低

収量地での米の再生産を臨時雇レベルでの自家労賃

評価で保証するものでしかなく,所得均衡を表では

いいながら実はそうではなかったという意味で,あ

るべき最低限の価格でしかなかったといったのだが,

それでも物価および労賃上昇を反映した価格算定方

式だったので,パ リティ方式できめられる麦価にく

らべて有利性を顕著にしていったのだった。麦価政

策と米価政策のこのちがいは,輸入依存主義の麦政

策と自給主義の米政策のちがいが価格政策のちがい

に出てきたのであり……その結果が,麦の減産と米

の増産をもたらしたのだった。

“あるべき最低限の価格"と いういいまわしの

合意については前述 した。ここでわざわざ長い引

用をあえてしたのは, この文章から私が “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 たという判断

がどうして出てくるのだろうかを皆さんに判断し

て もらいたいか らである。「100%自 給までは “

低米価",そ れを超えると “高米価 "」 といって

いると, この文章から読めるだろうか。

最後 に問題にされたところではないが,1965

年論文について自己批判を一つ書いておきたい。

それは標準偏差をいじって限界収量地を推定する

ような小細工をしたことについてである。この論

文で私は,“今日の米価は,(本来あるべきその水準

よりも不当に高くきめられているという)そ ういう意

味での「政治米価」となっているであろうか"

“農産物価格が最劣等地の費用価格できまるとい

う原理的理解では一致 しながら,具体的に実現さ

れている米価については「政策上,米作農家にも

都市勤労者と均衡する所得をえさせる, という政

治 目的によって……その費用価格よりも約 80%

高い『高米価』」が もたらされていると認識 して

いるものもいる"がそれは正 しいか, ということ

を問題にした。費用価格よりも80%高 い「高米

価」といったのは自川清氏だが,私はそれに反対

し,“修正評価替えというようなことで生産費以

上に高く米価をきめているようにみえても,そ れ

はせいぜい限界地費用価格をカバーするにすぎな

いあるべき水準にきまっているにすぎないといっ

ていい。・……農地改革後の自作農的土地所有に絶

対地代的特別利潤をあたえているような「政治米

価」による「 十例 は存在 しない"と結論 したの

であるが,そ の論証のために,自川氏のいう「限

界生産農家階層」による価格規定よりも生産費な

らびに所得補償方式が採用 していた標準偏差方式

のほうがいいとして,そ の計算方法を変えること

で上記の結論を出したのだった。その過程で戦前

の小作料の吟味を行い,絶対地代部分の存在など

をいったのだが, このとき実は統制小作料問題が

つまづきのもとであることに正確に気づいていれ

ば,標準偏差の算定方法を変えるというようなこ

とをやる必要 もなかったし,絶対地代部分などを

云々する必要 もなかった。まさに政策的に差額地

代を圧縮 した統制小作料が地代として第二次生産

費に計上され,地代 も利子もふ くんだその第二次

生産費よりも著 しく政策米価が高くなっているこ

とが自川氏などのような見解を生んだのであり,

統制小作料の地代論的吟味をやることのほうが重

要だった。 この点の反省の上に,都市均衡賃金ヘ

の評価替えも統制小作料をあるべき差額地代に欺

1崎的に修正する手段でしかないことを明らかにし

た 72年論文を書いたのだが,そ の際 65年論文

との関連,標準偏差をいじりなおすといったこと

は無用な小細工だったことの自己批判を書 くべき

だった。こういう点を批判 してくれると有難いの

だが……。

受付 昭和
受理 昭和(

日

日

月

月

年

年

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

