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ラティフンデ、ュウム立法の80年

一一イタリア南部の疲弊との闘 L、一一

富 山和夫

日本農業における水，土地改良の問題を， ヨーロッバ農業のそれと比較してみ

るとき，イタリアはなにか漠然とした親近感を抱かせるものがある。細長い国土
に縦貫する念駿な山岳，狭い平地，小さな念流河川という自然条件とともに，一

部にはヨーロッパでは珍らしい水稲作がみられ，土地所有制，農村の諸制度にも

ふるい形態が濃厚に残されている とLヴ点が，その原因であろう。ただ従来，そ

の詳細な紹介があま りおこなわれていなかったために，漠然とした親近感以上に

出ることが少なかぞたものと思われる。

とくに最近，南部の総合的な開発が，イタリアでも大きな課題にされている と

伝えられる。日本の総合開発のあり方を考えるうえにも，おそらく多〈の興味あ
る重量考が得られるものと思う。本論文は，水利．土地改良問題を正面からあっか

うものではないが，それらの全面的実施を従来I！ばんでいた大土地所有制の問題

をあきらかにし， 水利改良，土地改良実施にあたっての土地制度の関連を歴史的

に追究している。開発問題の社会的側面に多くの示唆をあたえるものと思う。
（編集部〉

はじめに一一イ タリ ア南部の開発とラテ ィフンデュウ ム

イタリアの下半身である南部は， キりス トにさえ見放されたといわれる疲弊した農

業地域である。 この疲弊の第一の原因は，農業が進化的に組織されていなし、からであ

り，工業のための市場形成が行なわれなかったためである。ではなぜそれが行なわれ

なかったか。 ご く一般的にいうなら， 自然、条併があまりに劣悪，苛酷なために 実

をい えば， そのこと自体歴史の産物なのだが一一一， そこでの開発が民間資本のベ ース

に乗 らなかったばかりか， 国家の開発対象としても真面白に取 り上げ られなか った結

果である，といえよう 。それには もちろん，相応の政治的ならびに社会，経済的な理由

が考えられる。 それらの理由を明らかにす ることは， 南部開発の認識にとって必要 欠

くべからざる重大問題である。 しかし，それにはいま，ふれなし、。ただ，疲弊しき っ

た，未開発地域の南部を擁することが， イ タリ アの運命をこ れま でどれほど大きく左

右 してきたか， 今後左右するか， 測りしれないものが あるこ とを喚起するに止める

（できれば，のびゆく農業 ・66号「イタリア南部論争の展開」を参照されたしつ。

疲弊したイタリア 南部の農業の特質を一 口でし、L、あらわすとすれば， ラティフ ンデ

ュウム（粗放大土地所有〉の農業であるということができる （もちろん集約農業も存

在す るが， いまのところ局部的現象でしかなし、。一般に南部農業は，海岸平野の資本
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家的な丸裸の粗放農業， 内陸の丘陵 ・山間部における農民的粗放農業，特に恵まれた

海岸地布ーの農民的な葡萄 ・オリ ーヴなどの果樹栽培の 3地帯に区分される。この うち，

おもに前の 2者がラティフ ンデュウム の農業である〉。この場合の ラティフンデュウム

とい う言葉は，古典的な意味をはなれ，経済的な意味に即して使われる。 すなわち，

裸 （または不毛〕の土地， ないしは粗放耕作（休関， 放牧の交代による断続的播種，

時として森林，むしろ叢林よりなる〕によって特徴づけられる土地利用の形式で，経

営地内に居住する農業人口を欠くか，欠いても少ない農業経営をさしている。 したが

ってそれは大経営とはかぎらなL、。上記の特徴をもっ中，小経営をも含むことにな

る。 しかし，その本質があ くまでも粗放な， いってみれば独占的な大土地所有である

ことに変りなく，その平均規模は数百ヘクターノレに及んでいる。

こういうヲティフ ンデュ ウム（ないし南部農業のラティ フンデュウム的性格〕は，

その自然条件によるところが決 して少なくなL、。ほとん ど山がちで，平地にとぼしい

ことがその第 1点である。集約農業地域を除けば，治山，利水施設をまず欠除してい

ること が第 2点である。その結果，長年にわた り農業生活を地すへりと洪水の脅威に

さらしてきた。第 3点は地質条件の劣悪さである。山がちの国土の大半は，機土，粘

土，砂などの第 3期層より桃成され， 不断に恐るべき地すへりや浸蝕現象に見舞われ

ている。 これに対し，集約農地は例外なく，肥沃な，吸水性の火山土嬢，白皇居，粘

土質，または第 4期の新沖積土よ りなり，丙者の地域差は歴然たるものがある。第 4

に気候条件がある。ナポリ周辺を除き，南部全域に雨量が少ない（海岸地帯で年間600

～700mm以下〕ばかりか，その 3/4が秋から冬の 3ヵ月間に集中するので，洪水の原

因となり ，夏は千魁をひきおこ す。 ここでは，恵まれた夏の日射と高官置 とがかえって

あだをなしている。 このような南部の自然条件に適した土地利用方式を求めるなら，

いきおい放牧地以外にはなかろう。 これが幾世紀もの問，南部の広大な地域を粗放放

牧1也として存続せしめた一つの大きな理由である。夏は山地に，冬は海岸平地に牧草

を求めて羊を追う生活が，ここ では最も合理的な土地利用方式とならざるをえない。

ただ人口の増加が，放牧農業の宿命と挑戦してやまない。生きていくためにひとは，

南部の気候に最も不合理な作物である小麦作付に転換した。気ま ぐれな南部の気候は，

しばしば小麦作を全滅の危険にさら した。 ここに飢餓，疾病がラティプンデュウム の

宿病となり ，大量移民がさけられない救済策となる理由がある。

こうした粗欣農業地域は，ManlioRossi-Doriaによれば，1950年現在で，南部の全

長林地面積（1,171万ha〕の実に73%〔851万ha）に達する。残り（320万ha〕が， と

もかくも集約設業地域をなす（Riformaagraria e azione meridionalista, p. 57）。ま

た A.Serpieri によると ，111間，丘陵地域を除き，開発可能な平地の ラティフンデュ

ウムは，第二次大戦終了時に全国で約 300万haと推定され，そのうち中部に50万ヘク

ターノレ，南部および烏峡には230万ヘ クターノレが存在した という (La struttura soci-



122 水平lj科学第3巻第3号（1959)

’ale dell agricoltura italiana, p. 305〕。 もとより ，これらは一様な農業の相をしてい

るわけではなし、。穀作と放牧との比重が異なるからである 〔放牧が支配的なのはサノレ

デーニヤの大半，イタリア半島の西海岸平野であり ， 逆に穀作の支配的なのは半島の

東海岸平野，およびシチリアである〉。 しか しラテ ィフ ンデュウムの現実に通 じている

者にと って，その差はほとんど問題にならなL、。実際の景観は次のようなものだから

である。

「何料行っても， 1 ~汗の家も ， 1本の木もみえず， l人の声も聞かなし、。見渡す限り

の荒地で， 沈黙し，見捨てられた，はてしない孤独が支配している。 練の，マラリ ア

の，はてしなきひろがりには，烈目の下，自分の土地ではない焼土の上で， 腰をまげ

て働いている農民を見かける。農民は朝早 く起き，何時間も歩くか， ロパに采って聖7

良につき， 夕方おそく ，同じ道を，疲れをいやすわずかなパンを食べに， ぐったりと

疲れきって村のわが家へ帰る。密集した彼らの住居は，例外なく不健康そのものであ

る。 人間と家畜とがうすぎたなく剰t:¥T.l:f";'fし， 一切の市民的サービスの欠けた原始的な

暮しを当然としている。

これらの農民は，彼らを大土地所有お よび差配に縛りつける契約関係のために， 臨

時隠 としての生活の一切の不安定と ， 企業淡民 としての一切の危険負担とを一身に担

い，いささかも人間としての連帯感や同情をもたれない。遠隔の不在地主からは無視．

軽蔑され，差配や農場監督からはたえず抑圧されている。彼らの生活に，より安定した

基礎，より確かな日々のパン，よりよい未来を与えようという 1世紀にわたる熱望が，

農民所有地をひろげることによ ってかき立て られてきた。 こういった実情を知ってい

る者は，農民が強く緊縛されている決業組織の変更と同時に，彼らの全生活を変革し，

人聞を取り戻すことが基本的な事業である ことに，微墜の疑問をもたない。」（Serpieri

上掲吉，pp.306～7) 

ではどうしたら， 働らく農民にとって一切の不幸のil>ilであるラティフ γデュウムを

解消する ことができるか。単に， ラテ ィフンデュウ ムを収用して農民の土地所有に移

し，大借地農業者を排除することで足りるとするのは誤っている。 すでに多くの場合，

差配は農民の協同組合によって取り除かれているのに， ラティフソデュウムはそのま

ま残っているからである。農民に所有権が移された土地では官官萄や果樹を植えて集約

化する努力はみられたが，農業の転換には成功していないか らである。それゆえ，本

質的な問題は，断続的，粗放的で貧困な現在の農業組織を，もっと高い生産性の，継続

的な仕事を農民に与え，農民が臼ら耕す土地の上で安定して生活できるような，新しい

農業組織と取りかえることにあ る。それには土嬢への資本投下，家屋の建設，他樹，

土地条件の整備を欠 くわけにはいかなし、。 また，村落，道路，水道建設等の公共事業

は，農村人口の安定を側面から支えるであろう。問題はだから，長地の所有権の移弦

に伴なう ，開拓および入植事業ということになる。開拓および入植事業にラテ〈プゾ
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テュウ ム問題を解くカギがあるとして， ではその実現がはたして可能か。それが次の

問題となろう。農業技術部に関する限り ，大半のラティフソデュ ウムは，今日では開

発可能とみられている。問題はしたがって，財政計画および，lこれを執行する為政者

の英知 と努力のいかんにかかってくる。

そもそも，ラティフソデュウムの転換に関してイタリアは， 統一以来 100年の歴史

をもっている。開拓に関する措置は，1882年の Baccarini法に初まり ，1933年の開拓

怯（Mussolini法〉 で頂点に達した。入植については，イ Fリア王国憲法に初まり ，

さ主ざまな試みを経て，1940年のシチリアのラティフンデュウムに関する法律に結実

した。そのAA末がどんなものであったかを，いま，ManlioRossi-Doriaの「ラティ フ

ンデュ ウムをめぐる法律 ・実験 ・論争の80年」（Ottant’annidi leggi, di tentativi, di_ 

discussioni attorno al latifondo, Bonifica e colonizzazioneの1941年 8～9月号所収）

を編訳することを泌 じて，たどってみたいと思う。

まえがき

1941年の初めに，農業法の大家 GiangastoneBollaを編集責任者として， Osserv 

atorio italiano di diritto agrarioから法令資料集の第 3巻， Illatifondo nei provv 

edimenti legislativi dalla Costituzione del Regno d’Italia alla legge fascista del 2 

gennaio 1940.が刊行された。 この資料は， リソノレジメ γト以後ファ シズムの最盛期

に至る80年間の， ラテイプンデュウムに関する立法， 論争，報告のめぼしいものを集

録 したものであ る。そしてそれ自身で，厄介なラティフンデュウム論争を，不完全なが

らも歴史的に検討し得る， 一応の材料を提供している。一応とい うのは，国会の議事録

に埋もれた基本的な古資料を網羅していないからである。不完全というのは，1863～

1891年の法律が一切省かれているからである。そのなかには，例えば1865年の Tavo

liere入会地の解放令のような，重要な法律が含まれている。しかし，第二次大戦まで

のラ ティフ ンデュウム論争の問題点を切らかにするには， いまでも大変使利な資料で

ある。われわれ もこの資料を綴きながらラティフンデュウムに対する歴史的な論点の

推移をたぐり ，問題解決の鍵を探る ことにしよう 。

ところで， この種の資料の蒐集には一応三つの異なった立場が考えられる。第ーは，

法律そのも のの進化を，比絞法的にあとづける立場である。第二は，法律の現実への

適用過程に目を据え，法がど こまで有効に作用し， どこで変容を余儀なくされたかを

みる立場である。第三には，立法の動機となった具体的諸条件，環境を再構成する観

点がある。 この三つの立場は具体的には切りはなすことのできないものであるが， こ

こでは最後の観点を尺度にして，法の空；組、性と現実性とをはかることにしたい。
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1. 時代区分

ひろくラティフンデュウムに関連のある土地立法の過程を， 上記の観点から時代区

分すれば，次の六つの時期に分けることができるでんろう。

第 1期 （1860～1885年）。 一切の封建的束縛から土地を解放した時期。一一一教会財産

の処分と王領地の分割が行なわれる。

第2期（1890～1900年）。 尖鋭な社会的危機の時期。一一一ラテ ィフンデュウムの分断

のため， 急進的立法が試みられる。

第3期 （1900～1914年）。南部問題の成熟期。 南部のための特別立法が現われ，

向時に，南部の開拓概念に関する最初の進化が， アグロ ・ロマーノi去に見出されるつ

第4期 （1917～1922年〕。 第一次大戦後の社会的動揺期。一一一ラテ ィフンデュウムの

「がたびし馬車」。

第 5矧 （1923～1938年）。 ファシス トによ る完全開拓時代。一一公益のための土地転

換法生まる。

第6期 （1940年）。ファ シストによる国内植民時代。 シチリアのラティフンデュ

ウム地区への新基軸の入植行なわれる。

2. 封建的土地所有の悲劇的解体

どこの国でも，近代国家の統ーによ って， 法律の近代的統ーと行政の中央集権化を

図るのが普通である。 イタリアも，やは り例外ではない。だがこの極の統ーは，一国

の社会構造が等質の場合にのみ合目的なものとなる。 この点で，リソルジメントの推

進者たちは，統一立法の対象となるイ タリア南 ・北部聞の， 自然的，歴史的懸隔にあ

まり注意を払わなかった。 そのため，北部を中心とした統一政策が，南部の離反をか

えって強めたことを否めなし、。 それというのも， 運動の担い手が19世紀の初めに社会

のヘゲモニーを縫ったブルジョアジーにあった当然の帰結で、あり，統一法は，観念的

にも現実的にも，彼らの要求を反映したものにほかならない。

だから新国家の土地政策は，土地所有のプルジ ョア化の妨げとなる， 旧制度の破壊

を旗印としなければならなかった。 封建的土地所有権の世裂を定めた死亡税，信託遺

贈の廃止，広大な教会所有地の一掃，入会権，所領権の形で多くの土地に存続した，

錯綜せる封建的諸関係、の廃棄，これらがその旗印となる。南部のプノレジョアジーにも，

これらをテ コとして， 南部の大半の土地を所有する手段が与えられる ことになった。

なるほどこの過程は，統一以前ーから進行していた。封建制度の法的廃止は，1806年南

部（ナポリ王国）' 1812年シチリア， 1836, 1843年サルデーニヤにおいて，それぞれ公

布された。 この聞に，教会所有地の分断，入会地の切り取り，所領の一部割譲が随所

にみられた。したがって国家統ーは， この過程を一層公然化し，根本的に推進したも
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のにほかならないともいえよう。政治的にも十分に成熟しきらない南部に対して，こ

の意味の急進的立法は，執政官命令によって果された。その典型的な措置は，シチリア

の教会財産の処分を規定した法令〔1860年の Mordini政令，1861年の Corleo政令な

ど〕であろう。Tavolieredi Pugliaの入会地解放令 （1865年〉，ロ ーマ遷都〔1870年）

後カンパーニヤ ・ロマーナ地方で行なわれた封建所領の長子遺贈制の廃止， 死亡税の

廃止令も，同じ性質ーのものといってよい。

しかし，法の観念とその成果との間には， 著しい距離があったことを知らねばなら

ない。例えば，シチリアの教会財産の処分に当って， 立法者の意図したところは，広

汎な直接耕作農民の創設，粗放農業の改造，決村への入植等にあった。だが現実によ

って，それらはことごとく哀切られている。詳細な規定は死文字と化し， 多くの場合，

旧来のラティフンデュウム所有者の手中で，土地の再編成が行なわれたにすぎなかっ

た。 とりわけ，一切の教会財産が処分された1867年以後は，大土地所有の再編過程は

何のためらいもなく進行した。 こうしてシチ リアでは，突に17万ヘクタールの教会所

有地が無償で処分され， 2万ヘクタ ーノレが売却された。 1885年の農業調査が明らかに

したところでは，9万ヘクタールの教会所有地のうち， 52%が大土地所有を， 41%が

中土地所有を膨脹させ，小土地所有へはわずか 7%が帰属したにすぎなかったことを

示している。 「どれほど巨額の富が大土地所有の手にちょろまかされ，農業にも貧困

階級にも役立てられず，民衆の心のなかに，遵法精神，公平 ・正直といった観念を失

わせることだけに寄与したかを考えるのは悲しいことである。」 シチリア農民の実情を

つぶさに調査した SidneySonninoは， 1876年にこういって歎息した。

王領地分割の歴史も，その変遷は異なるとはいえ，教会所有地の処分の場合と本質

的には変りがない。次表に示すとおり， 1876年までに 110万ヘクタ ールの王領地が処

分され，なおも 100万ヘクタ ベミご一一一扇ー笥 ｜ ｜ 
＼＼＼閉~， I 統一前 ｜ 統一後

ールが分割lの対象に上ってい処分内よ＼＼！(1806～1860) I 〈悶0~1876)
た。あわせて 210万へクタ ー 一 ｜ ｜ 

大孟割譲 処分 ｜ 600, OOOha I 44, 300ha 
ルという数字は，南部におけ ｜ ｜ 分 割l地譲渡 ｜ 206,000 I 106,ooo 

る王領地問題の重要性を諮る 補充的地片譲渡 ｜ 75, 140 I 85, 440 

に違いない。い うまでもなく

王領地分割の名目も，農民的
計 881, 140 235, 740 

土地所有権の安定にあった。それにはまず，王領地を市町村に分割lして払い下げ，農

民がそれを借受けて耕作することにより，土地改良に参加するよう期待されたので‘あ

る。 そして，分割に際しては，つねに貧しい農民を選んで、割当て，割当地は他人に譲

渡することができず，土地利用の集約化が義務づけられていた。 しかし，割当地はあ

まりに零細で，かつやせており，短い略奪的耕作ののち大方は放棄され，或いは公然

と，或いは隠然と， 大土地所有の手に帰してしまった。その間の事情を G.Fortunato 
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はこうl：己している。「肥沃度によって異なるが，1.5ヘクタール平均て、長民に割当てら

れた土地は， 一家の生活を支えるにはあま りに小規校ーであり，かりにそれより大きく

ても，土地管理， －定の農産物を確保するに必要な資本を欠いていた。 しかも，市町

村に対する地代支払義務，国に対する地租負担を怠るわけにはいかなかった。それを

士、ると，割当地は市町村に取り.1::げられるか，競売に付され， 最後に，負債契約に基

ついて高利貸の手に渡った3 聞の売買については説明するまでもない斗王領地分割の

過程は， こうして，富の悲劇的浪費，災民の悲劇lの存続， 土地所有の一層の集中を深

めるだけに終った。

このような現実に対して，為政者は全 くの無知であった。彼らは，封建的束縛から

の土地の解放，企業精神をもたない宗教 ・公共団休による土地所有の排除，土地私有

化の推進によって，南部の疲弊した地域て、も， 集約的農業方式への転換が可能で、ある

と，素朴にも信じきっていたので、ある。不幸にして，統一後20年にわたって維持され

た輸出農産物価格の高水準，これに支えられた果樹栽培の普及は，素朴な自由経済へ

の信仰に破綻をきたさなかった。 しかし破綻はさけられなかった。保護貿易の採用が

招いた民業危機は，南部農業の現実が， 当時まで偽｜騎的に考えられてきたものとは似

ても似つかぬものであり， その革新は子に負えぬ厄介なものであることを暴露し始め

たのである。 次第に，ラティフンデュウムの現状とその問題とが，ひとびとの心をと

らえ始めた。だが，政治家の積極的認識のなかにそれが喰込むには，さらに多くの歳

月と，もっと困難な経験をなめねばならなかった。

3. 南部の危機とラティフンデュウム法案の登場

恐慌はまず穀価をとらえ，ついで南部の代表的産物である果実をまきこんだ。 それ

は南部の全社会，経済構造をゆるがす深刻な危機にまで発展した。 民民の窮迫l土容易

に暴動化し，為政者を戦傑させた。 まんえんする農村の社会主義の風潮に対しては，

自作設の普及以上に有効なとりではありえない。南部の現実に無知な政治家たちも，

とにかく農民的土地所有の拡大を約束しないわけにいかなくなった。 1891年のサルデ

ーニャへの入植を規定した Chimirri法案，1893年の Rinaldi法案，1894年の Crispi

．法案，1897年の Luzzatti案などが，そうした決民の土地要求に対する政府の解答を示

すものである。 1890年から1900年の聞に相次いで議会に上提された，これら10件あま

りの法案を検討するとき，大きな失望を禁じえなし、。 なぜなら第ーに，さきの教会財

産の処分， 王領土色の分自jが不首尾に終ったことへの反省が欠如しているからである。

相も変らず，これらの法案は，教会所有地，市町村有地， 国有地など公共の土地への入

植だけをうたっている。いくらか違うのは，Chimirri法案が， くじ引きと競売の代り

に，山場を耕すに必要な付属家畜を所有する者にだけ， 入植条件を限定したことであ

る。 Rinaldi 法案では，公共法人に結集した貧民階級にのみ，公有地の譲渡を認める
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点がちが う。 Luzzatti法案は， 共有地分割！の効果に疑問を呈したが，改められた点は，

決耕］湿地の設定基準として土地台帳上の課税所得を求めたことにある。その他はどれ

も， 前の時期の規定と変ったところがない。 したがって，このような提案が， 全 く無

力であることはすでに経験ずみである。 自作農の形成を広汎に許すような，適地の公

共の土地は大半が消滅してしまっている。残っているのは，山間の放牧地を主体とし

た，やせた小地片にすぎなし、。

この時期の法律案がたよっている共通の盲点は，広大な米~地の存在を過信するこ

とにある。 例えば， 1894年の Socci-Marcora法案では，イタリアになおも500万ヘク

ターノレの米墾地が存在すると主張し，その開発にらてるための未墾地税と，農業信用

制度とを提案している。 それによれば， 未墾地のほとんどがラティフンデュウム地域

に存在し，イタリアの不幸の源泉となっている。 したがって，普通作の可能な未墾地

に対しては 1ヘクタールごとに年額3リラを課税し， ラティフンデュウムに文明の名

による打撃を加えねばならない，と論じている。 1893年の Giovagnoli, Garibaldi, 

Baccelli法案，1894年の Pandolfi法案も，同じ論拠に立って次のように提案してい

る。 「イタリア国内の非集約栽培地は，これを土地所有者より取り上げ，労働力を保

有し，道徳堅固な小作農民の家族に． オく小作形式をもって与えられねばならない」。 だ

から， 1894年の Ferraris案，Crispi法案， 1899年の Fortis,Vacchelli, Carcano法

案といった一連の同様な提案に対し， G.Valentiはこう批判した。 「イタリアは，農

業進歩の進んだ他の諸国よりも，はるかに多い未墾地をもっているわけではない。 シ

チリアを例にとると，そのラティブンデュウムのわずか 1/15程度の面積が，耕作可能

な未墾地ということができょう。未墾地といわれる土地は，現実にはむしろ粗放耕地

であり ， この粗放農業は自然条件や，社会 ・経済的環境のしからしむるところであ

る」。 したがって， こうした未墾地への単なる入植だけでは， 問題は片付くはずがな

い。いうまでもなく，それらの土地は荒れはてた丘や山に散在している。平地にある

ものも，見捨てられた放牧地よりなり， マラリアの狛飯するひとの住めぬ地域となっ

ているからである。 こうして，これら一連の法案は現実への無知を表明する。

ただ一点，これらの法案にも注目すべきものがある。それは，これまで述べてきた

ところから明らかなように，公有地だけでなく ，私有地をも法の対象としていること

て；〉る。 法律そのものの進化を問題とする限 り，この規定は確かに注目に値する。 し

かし，現実への適用可能性ということになれば，土地の転換 ・改造を前提しないため

問題にならない。農業転換の義務を，第ーに土地所有者に課して注目される Rinaldi

法案も，もとより例外ではなL、。 この法案は，開拓義務を確定し，農地の転換計画の

提示を命じ，県農業委員会がその審査に当るたてまえに立っている。不履行の土地に対

しては， 県知事は，これを民間会社または日雇組合の手に移すことができ，7史地の取得

には年地代の支払を;jとめている。しかしこのほかの規定は，Rinaldi法案には見当らな
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いのである。 公共事業担当の組合計画も，補助金政策や信用援助も欠けている。シチ

リアを対象とした Crispi案も，これと大同小異である。すなわち， 100ヘクタ ール以

上の自己保有地を認めず，超過分を5～20ヘクタール宛の地片に分割して， 同一市町村

内の農業者に貸付けることを義務づけながら，必要な実行手段 ・ 諸義務 ・ ~ill裁規定を

定めないという片手落がある。Pando！宜 法案は，これら一連の提案のなかでは，最も

異色ある存在であろう 。 これは，粗放農業の転換に，家族的基礎による園内植民制度

を根本方針としている。 つまり家族長場の設定によらねば，転換の目的は失われると

いうので為る。 「一家族が， 自己の労働によって必要な生活資料をそこからひき出す

ことができ，そこに住居を定め得る農場はどれも，masseriaの名称をもっ家産を構成

する。」Pando！員 法案の第 1条はこう 定義し， masseria概念を中軸とする改革案を提

起する。 いわく。 masseria は個人の資産ではな く，家の資産（家産〉であり，差押

え ・譲渡・分割lがきかない。 公法に準じて登録され，農業組合の援助と統制とを受け

る。国からは，減税と改良信用の便宜が得られる。masseriaが集って一定の協同活動

をすれば， 協同組合masseriaを設置できる。不耕作地主の土地では，氷小作 masseria

を作ることができFる。等 。々結構ずくめなこれらの規定にも，実践的裏付けがないと

いう同じ批判があてはまる。

こうして，恐慌，暴動，闘争の10年聞を通じ， 以下の特質が確認されるであろうっ

1. ラテ ィフンデュウムに対する実際の介入も，法律による介入も，効果がなかっ

た。論争や提案は盛んだったが， それらの真のねらいは，おびただしい提案のなかで

大衆運動を封殺し，分散させ，自己燃焼させてしまうことにあった。

2. だから，すべての提案は，可能性のない神話に依拠していた。 未塗地が広大だ

との神話。 土地所有者の善意に頼るラティフンデュウム転換の神話。大土地所有を断

片化し， そこに農民を定住させればよいとする神話。 ラテイブンデュウムを転燥し，

生産的ならしめる唯一の可能性が，家族経営にあるという神話。 主，数えあげればき

りがない。

3. それにもかかわらず，そこには，あとで有効性を発揮する， 現実ならびに法律

概念についての，正確な分析が見出される。例えば，Crispi法案には，シチリアのラ

ティフンデュウムに関する若干の特殊問題が正確に分析され， そこに，40年後完全開

拓 boni五caintegraleの中心原則となる，操業転換の義務がすで十こ表明されている。

また，国内植民の観念がうたわれ， 50年後法規範となる小作農地の不分割性原日lj （農

場単位の小作〉が，はやくも自明の現とされる。

4. 南部問題の成熟とラティフンデュウム対策の転換

19世紀の，大幅な資本主義的発展に伴なう重要な一つの事実は， 人口の急激な膨肢

である。イタリアにおいても，1800～1871年のブルジョア革命期に南部の人口が倍加
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している。農業の集約化と，工業発展による人口の吸引が，その増加に平行して現わ

れるなら，過剰人口問題は生じない。南部にはそういう条件が欠けていた。果樹地帯

を除いていう と，広大な放牧地を侵蝕する穀｛乍の拡大と，移民にしか人口i印j日の吐け

口は求められない。 このうち穀作の拡大は，同時に土地所有の和Ii分化，ブ、ルジョア化

の広汎な過程を含んでいる。ブルジョア的土地所有の少なからざる部分が，そのため

に， 規伎の大小にかかわりなし 1！！~阪の tl;IJ地に分割された。 或るな味では， 前世紀の

全体にわたって南部に生じた，きわめて広汎かつ重大な現象は，事実上の土地分割の

巨大な過程であるといえよう。 必民は，これらの分割地を借り受けて小交を作付し，

経営の不安定と農業組織の無政府化とをつのらせたのて‘ある。

さきにもふれたよう に， 1880年頃にかけてラテイブ ンデュウムの生産力は危機に瀕

した。貧しい山間部の小麦作付は，多くの場合，そこを不毛にして放楽させた。土地

に飢えた；農民同志の競争が，小作地を分断，錯綜させ，契約条件を恕化させるのは理

の当然である。他方では，みじめな収穫，課税の地徴によって決民の負債はつのり，

彼らを高利貸の餌食にさらすことになった。 1880年に長業恐慌が始まると，情勢は一

層；亡、迫し，反関税暴動， ラティフンデュウムの非合法的占拠とい う事態をひき起すに

至ったのである。南部の山地全域にとって，危機の解決策はたしかに移民であった。

1870～80年にパシリカ｛タ州のアベニン山中に始った移民の稲々たる流れは，速度を

早めて南部全域にひろがっていった。しかし，移民が農業労働力を減少させた結果は，

賃金の高騰を招き， ラティフンデュウムの所有者に，移民制限論をl叫ばぜたほどであ

る。新世紀とと もに移民はますます大規模化し，この面でラテ ィフンデュウムの問題

主，従来とはいくらかちがった姿を帯びるのである。

さて，1890年代の｜清明的分子の日には， 南部の うち果樹やオ リーヴの緑に染まった

所以外は，すべてラテ ィフンデュウムとして映っていた。粗放栽培，低い土地投資，

大村落に悶集した人口，不安定で雑多な労働諸関係を， おしなべて特質としたからで

ある。 この特質をもっ限り，土地所有が集中しているにしろ，いないにしろ，また平

地，丘陵，山間のどこにあろうと，大して問題ではない。 潜在的肥沃度や人口密度が

高いにしろ低いにしろ，問題にならなし、。この特質の支配するこ とから， 南部の全経

済はラティフンデュウムの経済ということができる。 これらは南部全体の白然的，歴

史的運命の同一性に根ざすものである。 すなわち，乾燥気候，マラ リアのまんえん，

必村に投資し得る食外資本の欠如，道路・交通・文明の諸fltlJ皮を欠いたままにした堕

落した封建政治，数十年にわたり l」」版行為の跳梁と呼ばれた内乱状態の持続，等がか

らみあってできたものである。

まさにこ うした認識がひとびとの心をとらえ初めた結果，今世紀の初めに，ラティ

ブンデュウム論争はがらりとその趣きをかえる。教会所有地の処分と王領地・共有地

の分割，義務の不履行に対して収用の威嚇を行なうだけで十分とされた， 開拓の幻想
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は消え失せた。 ラテ イブンデュウム経済を転換するには，南部の全般諸条件をかえる

必要のあることが理解された。あ らたに，従米南部を無視してきた同政の転換を求め，

南部を対象とした特別立法によ る地域的救済ー事業が登場するのである。

その)j';J(,(に関しては，二つの潮流が明らかとなった。

一つは，主流派を構成した誠実な白由主義者の見解であり， 南部問題を次のように

定式化したの南部の劣悪な諸条件は，白然の貧閑によるのみならず，国家統一後の重い

財政れ担のせいである。なかでも1887年以後の保護貿易政策は，南部農業の甚大な犠

牲の上に，北部産業の繁栄を築くものであったn したがって，南部の運命を回復し，

決議の健全な経済進化を保三tlーするには，i火の三つの条件が必要である。 1）国力の結

集，対外平和lの確保。 2）北部産業の俊光保護を打破すべき自由な通商政策への復帰。

3）税制改.ip: 南部に損失を与える公然たる不均衡の除去，一般に長業に対する財政

負担の軽減，国家予算の繁縮。 もしこの 3点が強力に推進されるなら，南部の貯蓄は

増加し， j;J：民の生活は改'ff;,；ーされるであろう。 資木蓄積も可能となり ，手lj子ifの低下，

負債の償還をへて，やがて土地への資本投下が実現をみるであろ う。 そうなれば，粗

放民業から脱却の門が聞けるであろ う。彼らはこう主張するのである。 G. Fortunato 

を筆顕とするこの流派のひとたちは，もちろん， 転換事業が私的事業に終るべきでな

いと考える。公共事業，開拓 ・造林事来，私的転換事業への補助金といった形式をと

る，総合的で大規模な国家的介入の必要を認めている。 しかし彼らが最も力点を置い

たのは， 所得配分の変更， -K~民所得の附加政策である。 これにさえ成功したら，あと

は自動的に展開するであろう と観測するのである。

別の潮流は，歴史的理解を棚上げして，南部の蘇生には何がなんでも 特別立法が必

要である，と主張する立場である。 選手スローガンにはう ってつけであったので，実

際政治の上では，この立場が主流派を抑しのけてしま った。シチリア，サルデ｛ニ ャ，

南部諸県を対象とする Sonnino,Salandra, Gianturco法案（1902〕を皮切りに，短い

間に，パシリカータ法 (1904），カラブリア法（1905〕，南部法といった特別法が，相次

いで‘誕生したので、ある。 これらの措置の根本は土地信用の緩和にある。いずれも，地

租の軽減と新土地台恨の延期を求め，決業契約の改定を要望している。具体的にいう

と， 発券銀行の手中に握られた破産財産の整理，旧小麦抵当銀行の再建が，最も重要

な信用改•＇！＂：の目標とな っている。 元く久に浮ばれない氷小作の解放， 土地改良を自力で

行なう有者への報償金1i~ll度をも定めた。 しかし，これらは最低の提案であり，その成果

にあまり見るべきものがなし、。理由を，立案煮たちはこう説明した。「特権を要求して

はならない。 たとえ，こうした援DJJ!J＇別の健康な息 子に士、jして不等な扱いで、あろうと

も，これは，父親が病気の息子に与える応急の処置で、ある。」

特別法の唯一の貢献は，南部問題についての大論争を成熟させたこ とである。論争

を通じて，南部に適した開拓立法が， 南部の役に立たないことを知った。 北部で最も
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重要な水利組織の再建問題も，南部では， 土地改造全般の重大さに比べると物の数で

・はないことが誰の目にも明らかとなった。南部において囚の介入が求められるのは，

沖積盆地と， i上lから平地へ出る急流の規制を包括するIJ日発事業に対してである。 この

要望にこたえて注目すべき法律が，1905年にあらわれた。 公共事業を含んで完全開拓

の概念を具体化した，アグロ ・ロマーノ 法である。 これは，ローマ周辺半径 lOkm以

内の全国的開拓と入植事業とを規定したもので， 内容において画期的なものがある。

農業'lf£;j災の突を図るため，はじめて公的事業， 道路放設は国の責任とし，広汎な貸付

規定を設け地主の行なわない事業の官行原只ljを確立したからである。マラリア地帯の

ラテイブンデュウムへの入植と住居の建設とを規定した Celli,Fortunato, Luzzatti法

案（1902〕も同じ原理に立淵］している。 われわれはここに，ラティフンデュウム転換

の新たな原理を獲得したことになる。それでもやはり ，民；業組織，経首規模，投資の

採否の決定は，最終的には個人の意志にまかされ， 画期的な）京迎に穴をあけている。

いまや， 20年にわたった大恐慌から南部が回復途上にあり， 自己転換を遂げる新し

い力を貯えつつらったのは事実である。移民が絶望的な人口圧を緩和し，穀価の或る

程度の上昇も加って，masseria民業絞首は前進した。移民の送金によるJ.:1bとの蓄積は，

ラテイブ ンデュウムの分断，自作法；の形成を著しくHf.し進めた。 シチリアでは協同借

地経営（経営体約50，面積計5～6万ha）が開花した。これに文官の減少，高利貸の激

減，賃金および長業契約の改善， 生活様式の或る程度の向上，マラリアの減少がつけ

加えられるなら，たとえメダ、ルの丙面のように， 労働力の過度の減少が歎かれ，耕作

放棄，南部の中・小ブソレジョアジーの多くの破産現象を伴なおうとも， 事態はなお有

望であろ う。簡単にいってしまえば， 20出紀にはいってイタリア経済が，これまでに

ない繁栄と均衡のとれた体制を，ともかくも認歌したのである。それだけに農村の動

向は，好況期に支えられ，外部の条件に乗った，あぶくのような繁栄でしかなく ， 一

切の現象が，南部の農業構造を実質的にかえるほど，強力なものではなかった。ーた

び不況が くれば，それらは立ちどころに崩壊してしまう。このl時期の立法ーは，すべて，

好況期をぬきにして考えられない。 こうして，南部問題の思論家たちの自称「リアリ

ズムJをもって しでも， 南部決業構造の組織の欠陥は， 日除に置き去られたままであ

る。

5. 大戦直後のラティフンデュウム立法

第一次｜企界大戦は未白有の動乱であり， ラティフンデュウムの問題にも新生面を切

り開いた。 1916～ 22年の状勢は，多くの点で1890～ 1900年のそれと似ている。常態の

顛覆，経済諸関係の変質，巨額の税負担の犠牲を伴なった戦争は，突如，孤立した必

村生活からぬ民大衆；を放り出した。社会の仕組みは崩れ落ちたかにみえたo ~J乏の胸

中深く秘められていた土地への渇望や地主への復iぎが， いまやj区を切って限り山た。
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不安定条件を高度にかかえたラティ フンデュウム地帯では，暴動は土地占拠という最

も急進的な形をとった。 1918年末に始まったこの土地占拠は，1919年に潮の如くひろ

まり， 1920年にはシチリアのほとんどすべてのラティフンデュウムをまきこんで，絶

頂に達した。

しかし，すでに南部設氏は，失うべきものをもたない， かつてのミゼラブルな土地

なき労働者ではない。 いまでは日の当る場所に立ち，守るべき何かをもっていた。革

命的暴動が波及しつつあったその瞬間に，大衆は分断され，次第に反対のl!VJきを生み

出していったのは，そのためであるn 決民たちは市場で， 自己の炭産物をより高く売

ることに成功し，金を貯え，地主と個人取引を行なうまでに成長した。ほんの数ヵ月

前までは蜂起と実力とによって占拠した同じ土地を，いまでは金で買い取った。 協同

借地経営はだから， 1921年初めにはも う解体の危機に瀕した。決民の自立が内部から

これを掘り崩したのであるの暴動はなおも存続したが， その性格は従来と甚だ異なる

ものであったの長良負債の整理，現物から現金小作契約への変更，できる限り土地購

入を， £1民に有利にしようとする大衆運動に変質していた。

こうしづ背景の変化を心にとめておくことは， この時期のラティ ブンデュウム立法

の性絡を理解する場合の前提となる。 大戦直後のラテ イブンデュウム立法は1919年 9

月の Vissocchi政令，1920年3月の 乱1icheli法案，1920年 5月 〔ひきつづき改訂〕の

Falcioni法案の三つによって代表させることができる。もちろんこのほかにも，これら

をめぐる数々の提案が花と開いた。同家的な大公共所有地を設置せよとの構想が，聖

界 ・元老院から社会主義者まで含めて，一斉に提案されたことなどは， その好例であ

るの固有地 ・市町村有地 ・慈1!'.i：同休有地だけでなく，未墾または粗放なラ テイブンデ

ュウムの一部をさいて，公共所有地とし， これを社会的に利用するという案である。

その方法はひとにより ニュアンスの泣いはあるが，大体， 自作品主または広汎な氷久小

作設の形成を根幹とする開拓，入植青liIITiを立て， その施行に固から多額の融資を期待

するものである。 しかしこれは，1890～1900年の提案同様，未墾地の神話の上に立っ

た空論にすき、ない。 これに比べると，悪名高い Vissocchi政令などのほうが，まだし

も現実的といえる。

土地占拠の現実に対する，Vissocchi政令の骨子はこうである。未墾地または不良耕

地，特に入会権によって問題がこじれている所では，県知事は，立：：民；の連合組織ない

し協同組合に対して，土地の一時的占有を認める。農業転換の可能性があり，かつ協

同組合が転換の実施を約束するなら，さらに氷久的譲渡にきりかえられる。

Vissocchi政令を修正した Micheli 法案は，シチリアのラティ フンデュウムに対し

けくのような態度をとった。 ここにいうラティ フンデュウムとは，土地資本が欠乏し，

転換の可能な 50ha以上の粗放耕地の所有をさしている。そのなかで，居住中心地か

ら半径 lOkm以内の土地が，直接耕作者に分割するため， 収用の対象となり，補償を
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うける。 これが実行されるなら，ラティフンデュウムの構造の根本に触れる措置であ

るこ とに疑いない。 しかし官僚の妨害主サボタ ージュに遭って，日の目を見るに相当

長期間を要するであろう。 とすれば，こうした提案は時を稼ぎ，運動を官僚化するこ

とによって，土地占拠にみられた， 革命的エネルギーを骨ぬきにしようとする芯図が

かくされていはしまいか，と の印象を打ち消しえない。 シチ リアのラティフンデュウ

ムの繁栄に一役買ったのが， ほかならぬ人民党カ トリ ックの社会運動であったことを

記憶する者にとって，この危倶は決定的なものとなる。

はたせるかな Micheli法案は数ヵ月後には解体され，一部は Falcioni法案に吸収

されたη そして，Falcioni法案は2ヵ月間，議会で棚ざらしに遭った。 GianFran-

cesco Guerrazziは難航をきわめた Falcioni法案を，辛妹にも，「ラティブンデュウ

ムのがたびし馬車」 (carrozzone de! latifondo）と名つ守けた。一つの法律に雑多なあ

れやこれやの材料が投げこまれ，指導理念のなかに戦後と平時との， 暫定措置と体系

的措置との，問題の細心な研究とデマゴギーとの， 悲しき混子育があったからである。

内容を具体的に示そう。 この法案は，土地の収用基準，各種入植適地の開拓とその

分割基準を定めるほか，個人または団体に対して土地の一時譲渡を認めている。 開拓

組合の組織化を図るため，一連の実施機関を設置する。金融財成制度を定め，未墾地

に特別課税を設ける。法はこれらの骨格よりなる。こまかくいうと，氷小作による強

制譲渡または一時的占有の対象となる収用地は，lOOha以上の土地所有に限られる。

それも無差別ではなく ，知事の定める特定居住中心より，半径 5km以内の地域に限定

される。 ただし土地所有者自身において所有地の開拓・入植・分割の計画を提示す

る者には，収用が免除される。 手続は長期で繁雑を極める。収用令が発効するには，

財政管理者→県委員会→地方決業評議会→土地譲渡中央委員会→農林大臣の順で審査

をパスしなければならない。開拓 ・入植の実施には，国立内国植民協会が当る。植民

協会はさらに，オく小作料または土地譲渡代金の前貸を開放農民に対して行なうほか，

保険料の徴収，資材・家畜の購入信用をあわせて行なう 。 改良事業，その他の土地信

用も重要な責任事業の一つである。収用地の譲受機関として，このほかに普通設業組

合・匿名組合・開発事業団体が参加する。ざっ とこんな調子のものである。 こうした

無秩序な法の道具立ては，他のあらゆる条項に見出される。 議会の国民経済に関する

常任委員会で議決された法律は，一見より急進的に見えはするが， 実質に変りない。

収用要求のイニシアティヴを地方から取り上げて，政府および国内植民最高委員会に

移してしまったからである。いずれにせよ， 2年間にわたる議会の審議過程において

Falcioni法案は大幅な修正をこうむった。 それはまさに国内情勢の革命的波涛のうね

りに対応したものでらり，その経過をあとづけることほど興味深いものはない。だか

ら， 遠近法によって眺めると，事件の渦中で、見えたものとは変ってくる。すべての国

に設業改革の急進的立法が開花した戦後の激動期は， 当時のひとびとにそう見えたよ
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り，事態の変動ははるかに少ないのである。 こうして，ラテ イブンデュウムの構造は

いせ、んとして手つかずのままであり ，ただわずかに， 農民的土地所有のかつてない形

成によって，いくつかの変更をみたにすぎない羽目となった。

6. ファシストによる完全開拓の登場

新たに登場したファシズムの使命は，農村の暴動をとり鎮め，国民生活を常態に復

帰させることにあった。 ラテ ィフンデュウム関係の法律は，ロ ーマ進軍後 (1922〕に

姿を消した。それらはすで、に干からびた部門と化し， 新しい現実に適合しなかったた

めで、ある。 異常なまでにデマゴギー的な，これまでのラテ ィフンデュウム論争のかわ

りに， 具体的諸問題の研究， 体系的立法の作成－転換事業を実施し得る現実的諸力の

探求がとってかわった。

完全開拓 （bonificain tegrale）と同一視される最近20年ばかりの歴史を， ここで正

しく位置づけることはできない。 いうまでもなく，ファシスト立法の全貌は， 1924年

の公益の土地に関する法律と， 194.＇）年のシチリアのラテイブンデュウムの入植を規定

した法律との聞に含まれる。 この間に南部が達成した進歩はめざましいものがあるつ

だがそれにもかかわらず，南部農業の転換に対し， ラティプンデュウムがいかに根強

い構造的抵抗を示したかを，この間の経験は物語っている。 〔東京大学大学院〕

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

