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米国土地問題研究

渡 辺侃

序

この論文の目的は，札幌農学校の昔から北海道大学の今日まで，農業経

済学研究が続けられた内の土地問題研究のあとを探り，またそれを補うにあ

る。すでに故人となられたが佐藤昌介，中島九郎両先生が米国内で米国土地

問題を調査研究され，また高岡熊雄先生は米国の教育制度に関する著書を出

され，さらにリンカ戸ンの農政の研究を出版されたい意途のあることを言明

されたことがある。乙れは後述するように， リンカ戸ンはその前の大統領が

拒否した家族農場法及び州立大学設立のために国有地を州に刑与する法を許

容したのだから，その功績を考えられたものであろう。そのいずれもが家族

労作農場に重点を置く自由平等の民主々義土地制度の発展を述べられたので

そのあとをつけるものである。

第 1章 佐藤・中島・高岡三先生の米国土地問題研究

佐藤先生は安政 3(1856)年岩手県花巻生，明治 3年盛岡の作人館，明治

4年東京の大学南校，同 5年横浜の修文館，明治 7年東京外国語学校，同 9

年札幌農学校に入学，間 13年卒業，その後北海道開妬使御用掛を奉じたが，

明治 15年自費で北米合衆国lζ出発され， 1883年ボノレチモ戸アのグョンス・ホ

プキンス大学に入学， H.B.アダムス， R.T.イ戸リ等教授の指導を受けられ

た。 1886年，研究結果の“アメリカに於ける土地問題の歴史"を向上大学歴

史及び政治学研究として発表， ドクト jレ・オブ・フィロソフイ{の学位を受け

られた九 その内開拓使が廃され，農商務省lとその事務が入り，先生はその

御用掛となった。明治 19年帰朝せられ，直ちに札幌農学校教授に任じ，その
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ら校長となられ，

長 主

るとその学

昭和 6年退織， t忠利

14 (1939)年選去された。

佐藤先生の“米国土地調題の霊史"

るものである。主とし の猿

立よりその内乱(南北戦争)終結までの記事であって，特lζ米弱国土鉱援のこ

とが害警かれており，むしろ土地を中心とした北米合衆畿の成立史と見られる。

北米合衆畿の成立はグァグニア人権宣言，独立宣言(いずれも 1776年)及び合

北西法令(いずれも 1787年)で決定足されたものであるが，

地11:関して前有持分相続及び先ず鴎が知事 Gov邑rnorを任命し後予討を成立さ

せるととを定めた最後のもの並びにこれに先立つ 1785 「土人

から購入され， ，+!から関に議られた土地」

さが，あまり られていない。 ζ と d 

れた点である。

まずこ最初の 13~+rから B の冊子Nになるまで，

機があったことも，その研究題目ぜあった。関搭営農者に一定地を与える

その頃まだ乙と新しく，外i立大学設立のためのこと地許与に

ついても湾様である。この浅は簡単にしか記せられていない。しかるに奇し

くも，北海議;乙於ける土地処分がこのニつに強くつながっているのは，必ず

しも佐藤先生が伝えられた故とはいえないが，関係なしとはせられぬであろ

う。故橋口文蔵氏はマサチユ日セッツ州立大学を卒業し，悲i海道jずの

し，その農壌として宮大土地をF投与し，をし牛を総入しで

入れたりした。

(レクタンギヰラ日システム)に倣って北海道土地!R遡jを始設うた。

中島九郎先生は明治 19

その学校が東北帝国大学農科大学になり明治 40年卒業せられた。

にその助手さらに助教授となり，第一次大戦院後米露iζ綴学，カリフオ Jレニ

ア州立大学，ウィスコンシン州立大学及びノ、円グア日ド大学iζ語られた。カ
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ヲフオ Jレニア は当時g本人移民問題があり，それに関連する外国人こと

地法を研究された。ウィスコンシン大学では奇しくもグ溺ンス・ホプ-'tンス

したR.T.イ{ワ教授が話り，その指導を受けられた。

らしてみた合衆愚土地問題の議行"として北

出j読された。

となり， I昭和 25年定年退職に及びその

和例年iと悲去された。 現職後評長“議議介"及び“札幌 90年けを出版さ

れた。先生のさ住涯は佐藤先生の教授と研究の後伝承け，またそ

るζ とにあったといえよう

。島先生の著警には米関独立後国有地の猿得から処分の大要と

法制定から以後の事a捕そ記述し，さらに土人及び外国人に対する土地立法を

まとめである。第一次大戦龍後ま

って土地務長選の動向

1) 

あった。

ったとと

あげると，

強みであり，ま

幻 その処分について最初は売却革'J詩(財政収入}をねらったが漸次銭遺

関与iとした。

3) 倒人法人やチI'!がこと地獲得を望み しば政府が弱味を見せた。

の そのためもあって，土地処分の法令の合意憶について

ている。しかし大体に於いて，笑擦営農者の利益のためになった等。将来に

ついては土地所有者とその経営者の分離すなわち小旅麹題がさ重大になるだろ

うとされた。

高先生の研究発表の批評をあえてする。佐藤先生は 1787年の

濃かれ， ζ れに先立つ 1785の土地法令は後惑にされた。前者は黙

を成立させる ζ とと，その内に奴隷制与を入れないこと安規定した等の点にお

いて政治的意義が大きいが，

は薄い。た

といえ ある。

にしない，チNは墨有地に課税しない，等の銭

この点はや鳥先生の指摘すると ζ ろである
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(中島 p.72) 0 1785年の土地法が土地測量区劃設定を規定し，ただ閣の財政収

入のために売却する乙とをうたっているのは，後lζ無償で入植者lこ附与する

ようになった変化を思合せねばならぬ点である。

米国独立の中心人物を普通グョ戸 i/・ワシントンに見出すが，上記 2法規

を発案し，また憲法制定から遣仏公使・三代目大統領・ 1レイグアナ購売等の

功績があった T.i/ェファスンのことを忘れではならない3) また比国の財

政を確立したA.ハミルトンの ζ とも知るべきであるの。佐藤先生は特に T.

Uェファスンlζ賛辞を惜まれなかった。

19世紀初頭，北米合衆国は独立戦争についで再度の米英戦争があり，連

邦政府は困難に遭遇した。 A.i/ャクスンはこの戦争lζ功をあげ第7代の大

統領になったが，乱暴な男で選挙lと勝って就任すると役人を自己の意のまま

に任命し利権を分配する，いわゆる分取(スポイ Jレスシステム)をやり，また

有力銀行が中央経済権をにぎるのをきらって分散させたりした。(これをU

ャクスン的民主々義という。)しかし国有地を州有に移せという諸州の強い要

求に対しては， 議会で D.ウェブスタ{と H.クレ{等が反対し，へ{ンと

カノレフ{ン等が賛成したが，前者が正論として勝った。ただクレ{は分配法

案を出し土地売却の純収益を:トト1Iζ与えることにして初めて妥協が出きた。乙

の争もまた合衆国統ーのー危機であったという。合衆国政府は国有地売却と

関税の収益で財政を立てた。(所得税の徴集は憲法附加《改正アメンドメント

は附加である~ 16条で 1913年成立したものである。)佐藤先生はこれらの歴

史を強調して居られる。

歴史的研究に指導的人物の思惣や行動を見てその功績を挙げるのは一方

法である。しかしその半面大衆が如何に動いているかを祭せねばならぬ。佐

藤先生等と同じグョンス・ホプキンス大学を少し遅れて (1890年)卒業し， ウ

ィスコンシン州立大学及びハ戸グア戸ド大学で教授した F.}.タ{ナ{は，

“米国史中開拓地の重要さ"を力説した。開拓者は，自力で開拓をし，他力で

律せられる ζ とに反対する，最もきらうのは徴税者である，米国独立運動の

動機になった輸入茶投棄事件がその著例だ。米国は，東海岸から西内陸lζ開
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拓者が自ら土地を開いたので，開拓者の要求が政治上の投票及び代表権，開

拓地の先買権，新領土の獲得の要求になった。その好例はノレイグアナ獲得の

際保守的政治家がミッシッピ河の線までを考えたが，開拓者はこれを越えて

西部に入植したので，全域の買取になったのだ。南東部では開拓者が入らず，

大土地所有者が奴隷を入れ大農経営をしたが，中西部には欧州から小農民が

開拓者として入り，その家族農場自立の基盤は 160エ{カーの耕地であった

が，乙れは植民者の普通法(コンモンロ~)的要求にすぎなかった。彼等の母

国が異なっていても，自立してしまえば同じ米国民だ。ウィスコンシンリ十I~乙

は独逸人が多くはいったが独逸的に固まった事実はない。ただ一つの北米合

衆国として固まったに過ぎない。開拓者の代表として政治的発言者となった

人々があり，また大統領までなった幾人かが語る。仔1]えばグアジニア生まれ

だが平民出身で軍人から政治家になった A.V'ャクスン，“西部のハリ{円と

呼ばれ上院議員から大統候補になった H.クレ イリノイ州開拓地の生ま

れで弁護士議員から大統領になったA.リンカ戸シ等，米国の歴史の半ばを

作った人々が西部開拓地の出身であったという。

しかし家族農場用土地の開発と附与の時代は 20位紀に入ってほとんど

了ったとも考えられる。しからば農場家族開発に伴う民主制の時代が終った

のであるか。

北米合衆国はその発展を一面外聞に及ぼした。領土の拡張は中南米lζ及

ぼし得たであろうが，メキシコ侵入の途中から中止した。ハワイを併合しフ

ィリピンを占領したが後者は独立させた。

米国の開発は全く無人の世界に行なわれたのではない。狩猟を主とした

原住土人の領域lと，先ず放牧畜産が入り，次ぎに農耕と集約畜躍が入ったの

であるから，土地利用集約化の過程と見る乙とが出来る。それぞれの集約度

段階に於いての普及が，いわゆる開発前線の停止に速なる乙とがあろう。次

の集約段階への飛躍が考えられるわけである。例えば各種作物の単作連作一

それには必ず休闘が必要になるーから輪作に移ること，千燥地の濯i前，作物

や家畜品種の改良等。黒人の農芸化学者 G
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単作地lζ落花生と甘藷を奨励し，モノレモン宗徒が干燥地の楼減を試みたのが

中頭部l乙普及し，玉萄黍の一代雑種がその収量を増加したような集約過程が

起っている。表面積であらわされる土地(ランド)でなく，深層に入る土壌(ソ

イル)を問題とする時代となったのである。

その上に立つ人間社会の変化を考えて見る。

おそらく社会の情勢は民衆の要求lζ応ずる政治によって進むものであろ

うが，その政治の指導者の態度によってそれが順調に進むか波乱を起すかの

差があろう。もし米国が奴隷制大農場のみで開発されたとせよ，やがて黒人

が増加し待遇改善を要求し，時には暴動するであろう。ブラジノレでは黒人奴

隷が奥地に脱れて共和国を作った乙とがあるという。ラテン系民族は，中南

米で黒人や銅色人と混血したが，グlレマン系民族はその経過をとらず，今日

なお困難な問題を残している。それらを民衆社会と指導的政治家は如何に解

決するか。その問題の遂行を議会lζ於ける討論と投票数の事実に見ょうとし

た中島先生の方法は正しいといえよう。

佐藤・中島両先生の先縦と影響を探って見ょう。

R.T.イ戸リは故佐藤，故新渡戸先生のみならず，故森本厚吉先生が同じ

くボJレチモーア市のジョンス・ホプキンス大学で，また故中島，現松田武雄

教授がウイスコンシン州立大学及びシカゴ市のノース・イースタン大学で師

事された。イ戸リは独逸lζ留学し当時盛であった歴史派経済学の伝統を米国

lζ入れた人で著書“産業の進化"は当時有名であった。また，イ{リはウイ

スコンシン州立大学建設の!療にJ.R.コンモンズや T.グェブレンを教授に入

れ w.c.ミッチェノレにも感化を及ぼし，米国で一時代を劃した制度主義学者

(インスチチューショナリスト)を養成した。

佐藤先生や新波戸稲造先生も米国から独逸lζ留学されたが，故高岡熊雄

先生は直接独逸lζ留学され，帰朝後日本の!日社会政策学会で活躍されたので

札幌農学校から北海道大学に到る農業経済学が歴史主義一色であったことが

うなづかれる。

筆者は高岡先生から，最初ロシア土地制度発達史の問題を与えられたが
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のでそれを

完成しようと患っているo

る あるが，北海道の膝史 され

でいfこ。

う所が多い。しかし実際機発は封建n寺の藩

主の り し

とれらが総合 したのであるo 例え，オく附稲作は今年

げたが，関拓使待代lζi立本道の大怒分が稲作

中すべく指導行放された。しかるに農民は試験的な稿作に努力

し，北海道庁特代から宮公の義務試験に取入られ，機i既のため

い最近は特lζ右狩・空知潟支庁管内の混炭治改良で部地が多く

なった。世界摂行の融資は一半がこの改良に投入されている。他半は根室長の

パイロットブア円ム設援に向けられたが，比方;ま3霊法程の実効を挙げていな

い。これらの し その

内;と数居せしめ独立の営惑をなざしめたことにあると考えられる。

北海道関誌の途中広大なこと地を有力者に交付したことは，特?とその森林

資源に楚昌したものに利援を与えた。林水の伐探は関拓にとって第一歩であ

り，その後?と農地が作られるわけであるa しかし企業者にとっては農地はむ

しろつけたりであった。拡大な縫地を大規模に突障耕作することはその時代

の絞街では不可能であったので，t1、議民をして小作せしむることが行なわれ

畑地では小作料q文入の如きは望むべくもなかったが，水阻となると

的な小作米の収益があったから，地支は水田鰐発のために相当の努力をした。

しかし総務進出の費用は多大であり，政府の践接設堂，民認毒薬*-の補助なら

ひ、に金融を必要とした。その金融の讃還も務遥ならば望みがたさきものであっ

たが，タjえば第二次大戦後の愛幣級値下落で切りぬけられたどとさととがあ

る。

のでなく，

として草地を主と

なった。しか

も売却しょうがなく

ったが，とれも農耕地に

となるようなも

同組合等に交関したも
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ない。
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われているが効果はあまり期待せられ

の州立農工大学設立のための

る主旨だったのに対し，ホL線幾学校の方針は るにあった。そj干し

で農地は，銭 1
。
d 

ら務8 では小作人を入れて開発された。演穏林iま主としてその立木を

伐採して売った。演習林のなかに林内経E誌が行なわれた。小作農場;玄関拓者

が早かったが地代は金納で物価騰重量のため名言だけになり，小作者lまこと地の

課税そ免れ，利設が多く，又資の小作権売質すら行なわれた。小作地解放の

く乗ることが出来ず，第二次世界大戦後の農地改革でこれを議んど

失った。宅地は…部がI底接，大部が額の財務局の乎で売却2きれたα 試験及び

しているa 演醤林のi訳益i立大であって大部分を保存し

ている。

1) Shosul王eSato， Ph. D. Special Commissioner of the Coloni丘1Departm企ntof 

Japan and Fe!low by Courtesy 1884叩 6: “Historyof the LぷndQuestion in th邑

U. S." Johns Hopkins Univer討tyStudies in History and Political Sdεnce， 
I王erb巴rt.B. Adams， Editor. 4， Ser. VII-IX. July-S容が.1886警

2) The Progr邑S5of the Land Problems in th母u.S.程sp色ciallyin the Light of 

Congsessional Debates， by Kuro Nakashima， Noga1王uhakusi.Th邑 Journalof the 

Coll悲喜吉 ofAgriculture Hokkaiclo Imp告rialUniv波 書ity，Sapporo， Japan. Vol. XIII 

Pt. 2， 1924. 

3) トーマス・ジェブアスン (1743-1826)はヴアジニア郊の関絹地で測盤等をした人(J)子

としてきゑれ，土地の大学をさ存淡しま長率警察務を~習いヂf'i!金二とをま初めた。綴i衰の後場を経

殺しそれぞ鉱大ずるかたわら地方治安約機，ヴアジニア州代議会瀦員，綴民地の務会

議の議員特に 1774"'久馬 75年のヴアジニア談会， 1776年のヴァジニア立淡会議室議長え

となった。次いで 1776年ヴアジニア州知事となった。 ζ の時代独立戦争中で英軍に

とらわれそうになったのに，充分抗戦じなかったとの誹幾もあった。 1781年には病気

と炎人の死によって引退し公滋につかぬと淡心したが，独立後の*留は後iζ薬草待する

とと多く， 1783 絡に米閣議会は彼lC~蕊との平和条約締結のさな縫となる ζ とを主党め，

1784-89の罪悪フランスに行った。初はフランクリンとアダムスを議位したが後大使と

なり，また鴎欽芸者盟後廻り交易の交渉も出※'1:0 フランスから滞ってワシントン大遺棄

綴の国務長澄に任ぜられた。財務長笈ハミノレトンとのま支えと勢力 (J)~脅が高じて退官し
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fこ。その為ジ品ファスンは共和党(レパプザカンー後lζデモタラットと称す)ハミルト

ンは迷邦党{フェデラザスト後iとレパブザカンと称r)を作って対立した。 1796停に工

アダムスが大審議綴，ジ品ブァスンが溺大統領にさき望遠 1800主容にはジェファスンが大統領

にさ当滋した。とれば翌奇妙な滋祭でジェファスンとア…宮ン・パーが関数投書草を得た。

Cの燦波紋ハミノレトンはpジェファスンが慾怒iまラヂカ Jレだが爽行は妥協的だとえて，

主主けたという。大統綴iま二;弱絞けた。 i怠耳議後iまヴァジニニア大学長室設に尽しそれらのた

め対運筆を失い，関が助けてくれたからやっと平和に死んだ。

彼iま義争体が主義大演義主マ努力的<:あり，多方ffiiな知識と能力与を貯え，会議での討論

は効力がないと考え，記述に努め，怒主題lま端的だが5夜行;ま妥協的であったという。

政治慰安謀はノレソ…や母ンテスキューにもとづくよりはコンドルセに学び，英磁石う

災害援党(ホイッグ)の主援にまねたといわれる。ま夜命かちナポレオン帝測のフランスで

学ぶというよりは教える方であった。さま管教については日常総人経験の ζ とだと考え

自ら綴築し?と型文然ジェファスンパイプノレ与を作ったが，教会を君主んそまずヴァジニγ州

で政教分議撃を定通う，会員費問独立でも信教の岳山与を確立した。

放の立法上の功綴はヴァジニア人総宣言， 1784停の土地記長

令及び 1787主容の北商法令の決定であり，またノレイジアナj礎資を行なった。土地淡令?ζ

奴毅制不採F誌を決したことは，後の綾城iζ奴委主が居た ζ と一瀬i次解放したがーと，ヴ

ァジニア州を合"lbt;こ溺方を除外した Cとと矛j淫すると喜平されるが，絞の思想と環E集会f

E霊ちに一致せず，将来の解決にまって徐々に実現会れる妥協改治に直したととであっ

た。ルイジアナ総資はブランス外欧州の事情長級っていたからであろうが，米療にと

って大きなさ容認をもたらしたものである。

4) A.ハミルトン (1757-1804)(ま予定鍛密印皮セ生れた人で，不運な衡人のそ子で早くllJl児

となった。大陸設に移り友人の効力でニ品ーヨークのカレッジ11:入ったο しかし独立戦

争が絡まり，ハミルトンは，英国人と見られ遼学して，独立主容に従い，ワシントンに

られ，中佐級参謀総診を勤めた。後ニュー羽目ークで法律惑をきをやり，ニュー罰ー

タm代表気として 1786叩 87の連邦会議;ζ加わった。合衆隠怒淡制定書事;と然守的な主張喜子

した。ワシントンが大統鎖となって財務長営!r任じ多国内藤業発慾のた珍係遣を的な関

税務変を導入しすこ。また滋有地解放については被告設の主張をつづけた。ジェファスン

とは考察鋒;こ争った。 ζ れは銀総的連邦1注{後に共和党}かれは民権的終和党

党}の先遼だったむ ハミルトンの潟ヱ保淡の考え方が米溜の商工芸議の発E還に大きな級

事還があった乙とは事選である。独主義の保護主義者リストは米国をJl1l，てそのさ笠5妥当を強めた。

ハミルトンはその後アダムス大統領!Cfおったり，アー自ンパーとニユ{諸ーク州

知療を争ったりして，芸誌にパーと淡路し致傷を魚い，それがもとで死んだ。

ハミノレトンにはジ品ファスンのような思想と人徳がなかったといえる。しかし米

闘が今aの繁栄を采L，た保毅政策の功畿はブミさきく言事綴されている。
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第2章 第一次大戦までの土地問題の経過

本主主は主として佐藤・中島泊先生lζ従い多少の祷足をして米国の独立頃

から第一次世界大戦頃までの土地問題経過をたどるものである。

米大陸はスペイン王を援助者とした伊太利人コロンブスの発見 (1492-

98)以後ローマ法王が指示したスペイン領とせられたが， 英国王の名によっ

てその北部を発見した間じくイタリ戸人カポット及び英国王の允許を受けた

ラレ戸の横民(1585年及び 1649年)があり， 英国領のグァグニア植民地が出

来た。外にも英国人の移住占領があり，またオランダやフランスの占領した

土地をも英人が奪いなどしてそれぞれ州と称するものが大西洋沿岸中部に

13ならんだ。乙の 13州が結んで大陸会議(コンチネンタ jレコングレス 1774)

を興し，独立を宣言し (1776)，戦争の後巴里で聞かれた会議(1783)で，隣接

の英領・仏領・西領等を定めて，独立が完成した。

13 州の土地は元来英国王が允許(チヤ戸タ~)したものであったが，その

中に未だ無イ主で英国王領(クラウンランド)という部分があった。普天の下卒

士の浜王土ならざるはなしとか1m主公問とかいう考え方から，個人所有でな

いものは王領地であったわけである。(英国では個人所有地は王から許され

たる，一切の制限に服しない単純保有権で，保有者の処分行為以外の事由に

よって消滅しないものである。)ζ の王領地の元来の保有権を，マサチュセツ

ツ，グアジニア，カネチカト，ニユ{ヨ戸ク等諸州がそれぞれ持っと主張し

た。元来の允許が不明瞭なものだったので，争議となり得たのである。乙れ

に反し最初から限定された土地しか持7こなかった諸州が抗議しつづけ，遂に

その議論が勝ち， 1780年議会の公有地決議， 1785年の土地法令及び 1787年

の北西法令によって，それ以前上記諸大州がアレグニ戸山脈の西に保持した

土地を譲ることになったが，その聞の接衝に 20年を費し，一時は連合が出来

ないかと心配させる乙とであった。

北米合衆国はその後，ナポレオン統治下のフランスからJレイグアナと呼

ばれた北米中部の土地を買収し (1803)， スペインからフロリダをなかばたた
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一一自然境界
闘同一・現在(1)~II!車界

おく反びけいによ7て伺一所属を示す

ノースカロライナ

第 1図 北米合衆国独立戦争末期の州域

第 2図 北米合衆国領域の拡大 1783-1853

図 1，2共 E.M. Brooks: The Growth of a Nation， 1956より作成
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かい，なかば質収ということで取り (1819-1821)，コルドグァ

ンから独立したメキシコの弱体に乗じ，まず関城争議から

スペイ

し， 1848 

カリフォルニア，ネパダ及びユタ諸郊の土地全部及びニユ円メキシコ，ア

リゾナ及びコロラド戸に入った土地のオ己主幹会得た。 後者は後 1853年先j俣と

した。 テキサスは内乱を認させ， 独立させ， 後米箆に併合したのが関じく

18，18年ぜある。

ロシアはぺ戸リング海械を波り，アラスカ与を占拠し太平洋岸を南下する

形成だったが， 1867年に交渉が成立して米限がそれを翼叙した。独立の形式

をとっていたハワイを{汗合し，米西戦争でフィリピンを併合した。しかしフ

ィリピンは後に独立させたことは新しいが他と異なっているα

いま， 的に示せ くである。

オじ*合言実践有地w.ll.時期荷積及び芸芝府

l 年 月日 i磁波 i糊鈎 1
1~ププ

一一」北ニカ…)1 (万ドル主乙よ]

務 州 iU81年 3月1自より i S4 1 
11802主将4J324日 "-'Vv，..J.1 J..."ufl 

内ジ a ージア分 11802年4月248 56，68θ，9201 620.0000.00: 10 10/11 

Jレイジアナ総資 11803年4)ヲ初日 1 756，961，2盟主012，726.7621.9訓 3ヂ

東及び商 7 口ザダ 11819年2月228 37，931，5201 648.9768. 1 17 '/'6 

グァダルペイダルゴ 11848年2J3 2臼 1 334，443，52011，500.0000 1 4 '/2 

テキサス I1850年1lJ325 8 65，130，880]1，600.0000 1 24 7/，2 

ふ
ー

袋
詰

11'/20 
<1 3ん

43
/. 

ガッヅデン I1853主将12尽308

アラスカ I1867年 3J330S 

{後藤 p.76)

地闘を示せば第3密の如くである。

北米合衆障の組識は，独立の捺の

精神を発表したグァグニ

んでaIの政治一般の機嫌を決定したものである。

した った。

17761ζなら
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して政治を執行す

が法律を作ることを運営するのである D

るが，独立して詰律が憲法

判断する。かく行政，立法，司法の三三擦がとにかく独立しているわけである。

北米合衆療内の冬期は，それぞれの慈法を持ち，議会議員と

る。名分!の成立が合衆悶怒法では競窓されていない。会衆悶iとは領域(テザ

トリ~)と所領{ボセスション)があり，それは政府の内務後(デパ{トメント

オブインテりヌわりが持政ぞ有なう。霞立公園や土人保護地もこれに属する。

が成立することは， 1787年の北悪法令(ノ F スウエストオ M ヂ

ナンス〕に従う。合衆間政府は領域に知家及び裁判奈判事を校命する。 もと

もとこの法令は，グア~V'ニア州が宮大の面積を占有したことから，それを

分割して介iを 3 乃ヨ~5 作る

地竣に 6万立i上の

のチHとし

で，グア円ミアニアナHの関窓を得た上でp その

るようになって，州憲法与を定め郊政府を作り，合

るものであった。なおこの桧令に

条項として新知には犯罪処罰以外の強i¥iIJ隷露や奴隷斜を入れてはならないこ

とそ附けている。すなわち分説されたグァグニアの南限界より北西諸州には

奴隷献を入れないことにしたのである。

この奴隷制の問題はその後たえず論争'dれ遂に奴隷制諸チ況が分離を主張

するに怒った。 ζの欝分離に極力反対したのがんリンカ戸ンりであって，

ダグラスと度々討議したが新訳議擦の言議“分れた家は立たない"

に分離課諸開と斗ってそれを敗り統一ぞ続けるようにした。

りンカ日ンは最初奴隷腐止を龍接主張しなかったが，勝和が決定的になった

iζ奴終解放予令(プロクラメ日ションオブヱ?ンシペ~ション)を出し，

これを決定したのである。しかし奴隷賄越は今自まで濯を引いて

解決がむつかしい。またアジア系スペイン系等のm畏の潤J穏もあった。

1780王手の議会決議QJ，後，無主の土地は連邦政府の所有で各1'1'1の摂宥でな

いととを決議し， 1785年のこと地法令で謹寂して，土地を器量院麗して，種々

の方法で実際科思議lと所脊権を移すζ とが始まった。区童日i立地球の経鋒援に
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基づき矩形制度(レクタンギュラ{システム)をとり，距離上の単位を哩と鎖

(1マイ Jレは 80チエ{ン)とし 1哩四方を 1区劃(セクション)とした，従って

その面積が 6400 エーカ~ (1エ{カ{は 10平方チエ戸ン)となる 8哩平方

即ち (64)2x100口 409，600エ戸カ{を 1町区(タウンシップ)と定めた。 1区CDJ

は1/4，1/16等l乙分けて耕作者を入れる方針であったが， 1909年の家族農場

拡大法では西部土地でいわゆる乾燥地農業や濯減農業をやるために ζ の面積

の倍を与えることにしている。 1916年には養畜家族農場法が出された。タト

l乙1877年の荒地法(デザ戸トランドアクト)1873年の植林法(チンパ{カ

ルチュアアクト)1878年の木石材法(チンパ{エンドスト戸ンアクト)が

出ている。 しかしこれらの拡大は種々の欠陥を伴ったので 1891年には土地

占領の弊害を考え先買法及び糠林法は廃止された。

区劃損.u:量が出来ぬ前から，一方に於いては投機目的の大土地買取があっ

た例として 1742年に始まったオハイオ会社をまずあげられる。 乙の会社は

建国最初の大統領ワシントンが主催したもので，オハイオとカノ戸ハ両河域

で 2万エ戸カ戸の土地を売ると広告を出したことがある。独立後の 1786年

にオハイオ土地会社が出た。乙れは土地測量技師と退役軍人が作ったもの

で，百万エーカ ~~ζ近い土地を 64 万ド jレで政府から買ったが，その金の一部

を退役軍人lζ対する土地附与保証(ランドワランツ)で出した。また，シムズ

会社というのがオハイオとマイアミの両河の聞の土地 24万エ戸カ戸を買い

とった。

これらの土地への実際入植者が先買権を主張するのは当然である。上記

シムス会社の土地を買つての入稿者は小数だったが，乙の会社が財政的lζ失

敗し地価を払わぬため政府が土地を回収したので，入植者が土地の権利を得

るため政府に代金を払うのは困るととを議会l乙請願したが，議会は 1801年

に臨時法を出して，先入植者が規定の土地代金を政府lζ払うことを命じた。

乙の様な例が多く起り，度々個々の処理のためにまで臨時法を出しつづけた

が，遂に 1830年一般的な土地先買権法(プレエムプションロ戸)を出し，ま

た 1841年にこれを永続法とした。
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ζの髄度は D.ウェブス夕日と狂クレ戸とが上院で盛な論争をしたも

のである。前者は入植衰のために弁殺し，後者は公売による政府の利援を主

した。しかし稿者の方が公益に立)潟していると思える。いわゆる答~{ぷ

ナフィデ)の で耕作をしていれば， まずこ{告に 320ニι日カ日までの土地

ていなければ， 160エ円カ戸の土地は得られる ζ とになった。

つぎに出たのが家族縫場法(ホ戸ムステッドアクりである。 ζ の

は， 1833 i手頃から起っているが，こEパンスが端的とか民権とかを強調し， 13出

土地民主々毅(フリ円ソイルデモクラシー)という政党が出来た，少数なが

出した。 1856年の大統領選挙の譲歩この党と民権党(ホイグ)と

になって新共和党が出来た。 ζれは，家旋農場制確立と

したもので， 1862年目アブラハム・リンカ戸ンの大統領当選に功があっ

たと濯、われる。 1859年にこの法議は下院を通過したが上院で経ょとされた，翠

1860年に上院に別の法案が出すこが協議会を開いて，妥協議を出した。しかる

ブカナンがとれを把在した。これは大統領の立製した民主党の不名

誉と称、せらるべきことになった。 1862年に大統領ザンカ日ンがこれそ許し

たo この法律では家長と 21歳翠ょのものに 160ヱF カ{または

したその分割面積を 5カ年立l上居住・開柘及び耕作を条件として，無償'訴す

るものである。 ζれに先立っていた先翼権法は誌の家族議場法に含まれ

るζ とになった。また従って詫米の 160エ{カ{に加えて 320こに{カ円を持

てることになったのである。まずこ

ムプション)の規定により， その以前の負債

た。また兵役lζ従ったものは 5カ

拓耕作すればSカ年より

{ホ M ムステッドエキゼ

ることが出来

としなくしたので，

られる c 一般入植者も最低価

議後払えばこの権利が得られる{コンミユ日テ戸シ議ン)。ただ

5カ王手はその売却は出来ない。

ための土地処分， とれは 1785生存の法で各町限努ーに…定土地を教

団約に保留するものであった。 ζれは公有地誕議長5議i処分の擦に一部を

残すことなどに表われる o (教会のためというのを考えたのがあるが，実現し
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なかったJ大学技立の為めに土地を使うととは 1783年にグァグニア1'1'1のプ

ランドが議会に諮j綴したといい， 1819年には大学設立のため各州に 1071エ

M カ円の土地与を与える決議が下院に出たが，法律にならなかった。 1851

イザノイ州スプリングブイ~}レドで ].B. タ伊ーナ{が議長になった喪主主大会

にこの議が出た。 1857年グァモント州の ].S養そリルが下院にζ の法案を出

した。 1859年iと上下院とも通過したが僚によって大統領ブカナンの拒否にあ

った。 1862年に多少の改正をおえた法薬が上下院を通り，大統領ザンカ{ン

となった。モリル法というものである。

ある事例はテキサス州立大学の土地で，砂演の様な荒蕪地が

して財産偲{穫を認められなかったが，その下から石油が出る ζ と

れた等で，…轄にして嘉僚となり，米闘でも議かな二ぎの

となったことである。

ナN立大学設立の為ぬのこと地贈与に似たものに鉄滋敷設のそれがある。カ

ナダとの窮境決定が 1842年に成立し， 地方爵発が望まれ，又加チ1'1

発見され移住が多くなり 1850年にはこれが 1州、!となったりして

る乙とがよ色てきた。

1845怒にA.ホイツニ戸 (メモリアル)を出し鉄道の沿

に交臨すべきことを主張した。 これの実宥は個々

になされたので 1862年のユニオンパシフィク鉄道会社に土地を

る法律を出したのが賞受初になった。 しかし 60晦幅というのは過大と

思われ，鉄道工マイ jレにつき 10平方眼， ll.p豹3限額にされた。究院を受け

た会社で実離鉄道敷設をしなかったものも出来て回収される場合もあっ

北米合衆患で1'1'1立大学設立のために与えた土地面積は48州で 1，105万エ

F カ刊に葬る。しかし土地処分中では磁少の部分を占めるに通ぎない。

を示すと次頁の如くである o

米濁のこと地新有及び格競， は1787年の北商法令の幾初

に次の如く されている。
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百分率百蔦エーカー

合衆国全土地面積

国有地とならなかった面積

国有地となった乙とがある面積

国有地処分面積

1. 州1r:与えたもの

普通学校周

湿地

その他

2. 鉄道等に与えたもの

州を経たもの

直接国が与えたもの

車 道

3. そ の イ也

初期の個別売却

家族幾場法 (1862年)によるもの

荒地法 (1877)によるもの

造林法 (1873)によるもの

木材石材法(1878)によるもの

石 炭

土 人 保 護地

4. その他の処分
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国有林
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居住と不在lζ拘わらず，土地所有者が死亡し遺言に特定なければその土

地はその子に均分相続せしめる。死亡したる子等は孫の分も同様に先の均分

に預かる。子及びその相続者がなければ相当する親等者がそれに預る。傍系

中兄妹が死したる場合遺言lζ特定なければその子はその死したる両親の分配

分を受ける。全血と半血の差別はない(ー親が異なっても同じ)。遺言なき死

者の寡婦はその生涯不動産については 1/3，動産についても 1/3を最初に相続

する。寡婦及び子の権利lと関する法規は各地域で法規改正なき限り認められ

る。遺言は生前筆記署名及び封印し 3人の成人の立会証明がなければなら
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ない。これは 。不動sEは

封却し 2人の証人が立会し，その意

が諒承さるるか又はその処分が誌明され，

に記録さUi2ばならない。

これらの嘉則は には守られているは

あったかは別 あろう。

この

る。

は，エステートという大土地所有を問題にしていると怠われ

して後分割して売るのが一部である。 j伝統のととがあれば長期

あるか，そのさい労0YJ翁や奴隷在使って経営号をするか，経営を小作者

に任せて小作料をとるかとなる。このi:t賠;ζ労俄者や奴誌にお当資本をイ共し

る議長をさせる{作人「タロツパ F 樹)とことがある。

として小作詩逝が興味がつきない。英語と米国を比較する

と， 近代の

している。

では未分割地の自由汝牧，大所有地の奴隷又は労磁者佼役!ヨ営又は会議耕作，

分割織の昌吉3及び小作があるわけだが，大体小1'F関越は最後のものであるo

19 i:!l訊アイルランド・イングランド等を踏査した H.C.テ戸ラ{はそ

として“楽悶自作農の投寄付(ウイスコンシン大学ブレチン 1904)を出

し，近慌初期のヨ戸マンがEl作践であったのに 19世詑r.t

が皆小作となった Cとを指!摘し， 禁裁と主部夜勤と寝袋二土地の襲{ニ乙ンテ

日ノレ)花に帰している。 イングランドやアイルランドで小作権の離立とt1イド

契約の長j題化の知き小作保誌の要求がおったが，操業が企議的となれば身分

的な地主小作の謂係よりは綬期的な土地紫借(リ{ス)で足る ζ とになる 9

H.C.テ戸う予戸は'J、作!笥越そ米態学界で援起し相当の深草1;を起した。 ウ

オレ日ス一族は祖父の“アンクノレ"へンヲ{ ウヌ?レ{スフア~'7

円の

もう

雑誌が小作問題の討稔，

包

大統領候補になった名裁であるが，その

となったことがある。小作料の物納と金約，
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分議制とまさ額納税等を比較し，各地で小作条件の裁による地主と小作

の語査当去するようなことがあった。

これに次いで社会又は授業の埼縫{ラツダ~)という考え方が出た。それ

ら出発い次いで生長して小作人となり，

って関作となる。半面，松年殺は若年の労働者を使いヲ

して地代をとり，次ぎに土地を売ってその金

となれば土地を

るというので

ある o H.テ戸ラ円はこ し，J.スザルマン， A.ブ円ノレダンワイサ{

した。

しかしこれには反論があった。R.イ戸ザラ G.ガルビンィG.ウエ日アワ

イン， G.グ円Jレマン

擬装だというの

ノj、かは ら他誌へ移す一方法である。親の土地主三小作し

はじめたと念 22 あった幾夫が， した(翼耳元でもよい}とき 32歳，そ

ζ から引退したとき 62歳，死立したとき 72議であったとせよ，農家として

の切符の 1/5は小作， 3/5は自fF， 1/5が地主だったことになる。引

か讃が小作すれば，基金壌の歴史としては 40%(の時間又は記積)が小作関係下

にあったことになる合(イザ戸及びガルビン)。 の援史としてはお%が正

当e思える{テ円ラ戸の批評戸。

との殺な社会又は家族の経営内関係はどこでも存在するが，

は家法閣に契約などはなかった。身分と は当然に熊賞で滋き代りに生

されるo 父は先ず予を養い能い後に子に養われる。その諾或いは

父の穏語で相続が詰る。ぞれそ擬舗搬入契約にしたのが社会又は差是業機避と

られる。

アトキ M スンの

カJレチュア)なる

家読と

した3)。

(ノマイオニ戸アザングイシアグヲ

王争議特に南北戦争を中心として，

iこ変化があったのではないかと推認

ちょうど奴隷制大家接綾場と小家族報小燦場との地理的分布のI売の地譲
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(ケンタッキ戸州カノ戸ノ、)で，戦前は奴隷が家族中に居り，殿場は大して大

きくなく，自給的のものだったのが，戦後奴隷が出てゆき，家族労働が多く

なった。その際父が長子lζ，まず労働者としての賃銀を払うことにし，次ぎ

に経営を移して長子が父lζ小作料を渡す乙とにし，さらに弟妹の出世の費用

等の借金を負って土地を父から買ったことにし，父は別置はせず農場内で隠

居して死んだ。乙の父子契約的な関係が古い相続だけの関係を交替したこと

に歴史的な掘下が必要かと思う。筆者としては相続税や所得税の変化(創設

と増加)に関係があると思っている。日本でも所得税増加下で， 農業の法人

化のことが一部lζ行なわれているようである。家族主義と個人主義の調和と

でもいったら興味がある。もし税制が家族一括から個人単独となったら事情

がかわりはせぬか。

H.テーラ{が英国の小作を米国的lζ解釈したと似て，中島先生は小作

制を日本的観念で解釈されたかと思うが，中島先生の予想のように小作は増

加したか。統計を見ると

米国幾業者数比率

年 次「完全自作 i不完全自作|管理者 i小
1900 55.8 7.9 1.0 35.3 

1910 52.7 9.3 0.9 37.0 

1920 52.2 8.7 1.1 38.1 17.5 

1930 46.3 10.4 0.9 42.4 24.1 

1940 50.6 10.1 0.6 38.7 18.0 

1950 57.4 15.3 0.5 26.8 13.1 

1955 57.4 18.2 0.4 24.0 11.6 

1930-40 i'j三の聞には小作や分益が多く自作が少なくなった。 しかるに

1940年から 55年の聞に地価は 3倍にもなったが， 不完全にもせよ自作民数

は著しく多くなった。分益農や小作農も不完全(土地負債のある)小作となっ

たように見える。

この聞は不景気時代である。次いで 1940-50年の聞には完全及び不完
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全(負債を負う)自作が著しく増加し，小作及び、分益農を減少した。すなわち

景気変動は大きな作用力となる。

1) A.リンカーン (1809-1865)については多言の用はないようであるが補遺的事実を番

とう。 1848年 J.KポJレクが大統領でメキシコ {ζ宣戦したとき，リンカーンは下院で

演説し戦争を難じた。“戦争が始まったら，戦争の原因を知ること少なきものと知り過

ぎているものが，善良な国民としてまた愛国者として，戦争Iζ反対することなしそ

の終るまで訪致するのがよい……如何なる国民も力を持てば，その時の政府をゆさぶ

り，よりよき政府を作る権利を持つ。 ζ れは値あり聖なる権利で，その行使は世界を

自由にするものと信じまた望むものである……(メキシコのとの地機)は 1803年米国

がフランスから貝取り， 1819年スペインに売ったが，その後メキシコが独立しさらに

その中からテキサスが独立したのち米国(;::併合されたところだが，その境界が判明し

ない部分になる。それが無住の地か，住民があればその合意があるか民衆の服従(サ

プミション)があるか……民衆を殺し逐い叉は隷属(スレーパリー)せしめ，或いはそ

の財産を奪う ζ とは出来ない……戦争は帝王の%¥意に許されたのは昔の事，大統領の

%¥意はあり得ない・…一軍隊の光栄は血潮の雨の中lζ出る虹の如く，破壊の魅惑は蛇の

目だ"等。

ポJレク大統領は連邦党(後の共和党)であり，リンカーン議員は民権党(ホイグー後

の民主党)であった。 しかし国民は好戦的でリンカーンはとの演説で州民間は後援者

を失ったので再起に長期を要した。しかし彼の正義が明らかになった。

日米交渉は M.フィノレモーア大統領の時代(;::始まるがその最初のベアリー提督の

交渉はかなり強硬であった。 F.ピアース及び J.ブキャナシ岡大統領の時代を通じ，

ワンカーン大統領時代まで，交渉は続いた。 1856年米国領事から公使となったハリス

が 1861年1;::R.プリュインと交替したが，その通訳J.ヒコが大統領に商接した記事が

ある。リンカーン大統領の議会への教委には日本は仲々交渉に応じないが好転しつつ

あると番いてあった。リンカーンの死後 1代後の大統領グラントは日本(;::来たのであ

るから，彼が生きていたら日本に来る機があったかも知れない。

2) H. C. Taylor: Story of Agricultural Economics 1952. 

3) T. C. Atkeson: Pioneering in Agriculture. 1937. 

第 3章 第一次世界大戦以後の米国農業問題

米国国土は広大で肥沃だから農作業の能率増進が重要である。それで機

械利用に特徴を持った。耕翻，播種，収穫の器具は古くは牛，中期馬及び醸

馬lζ牽かせたが，特に第一次大戦以後内燃発動の牽引車にひかせるようにな
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った。作業機の時期を画すると，南北戦争以後麦類の収穫調製機械(モーア，

リ{ノ~~ノイインダ，ー，ヘッダー，コンノイインドハーペスタ戸スレッシャ

F 等)が大l乙用いられるようになった。第二次世界大戦時から綿花の摘取機

が普及するようになっている。

とうもろこしはインデアンが作った作物で，メキシコ等でもこれを主作

し主食としている。しかし米国では初期にコ{ンブレッドを多く使われたが，

今日ではほとんど豚や牛の飼料に佼われる。可耕地中の草地やとうもろこ

し，からすむぎ等の生産物は最終に乳肉となるものであって，乳製品や肉類

が主食の如くなり，小麦のパンやポテト{の如きは添食といわるべきものに

なった。大豆の如きは最初知られなかったがまず茎菜を青刈して飼料とする

ことが行なわれ，今日では子実をとるが，そのまま或いは油粕として飼料に

使われる。油はマ{ガリン用になる。

西向の開拓が大平原を越えてロッキ戸山地にかかると乾燥の気候が障碍

となったが，まず放牧地とし，次に乾燥農法という休閑法が入り，更に濯、斑

農法が始まった。乾燥農法では小麦を作付し，濯1現段法では甜菜・競菜類-

Jレ戸サンのような餌料及び果樹栽培の集約な利用をする。稲作は水浸の様な

土地で組放に行なわれる。(ただ土地を平坦にし，水準の差をつけるため作自主

lとし， 71<.を張って種籾を撒播し，成熟すれば水を去って機械刈取をする。除

草しないから稲作を繰返すとそれがふえる。故lζ数作の後乾燥休関して水草

をたやさねばならない。撒播だから飛行機で行なう ζ とも出来る。)

稲作や読菜果樹作となると日本人の御手のものである。甜菜作は機械化

の困難な部分がある。すなわち播種後の間引と捺草と収謹の抜取である。単

臨種子品種の造出，機械間引及び除草，同収穫が試みられているがまだ完全

とはいかない。古文lと甜菜栽培農場ーには特lζメキシコ人の労働者が入り込む。

北米大陸の開発には諸国の諸民族が入ったのであるが大体白人優位が守

られた。アグアの黄色人では，先ず中国人が加州までの鉄道敷設の際に労働

者として入り，次ぎに布庄次いで加ナ['1の農業労働に日本人が入った。その数

が多くなり， q寺lζ 日本人の農業が成功するに従って既入国のものは仕方ない
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として，その後の入閣は禁止の方向者をとるようになっ

続本人の米国入障は第一次大戦まで比較的自EElであり，特にカリフオ Jレ

ニア州に入っ るものが多かった。 1882年には支那人排除法が

出てその労力の不思を B本人で機うようの ζ とがあったが，特，!ζ加州、|農薬が

るようになって，日本人のその方の能力安発揮したわ

けである。また良三友人lζ向学の精神に議み，米関学校教育を受けるものがまう

ったが， 1906年にお本人学章。1，徐の問題が怒り，目的年の移民、法で尽本人を

排除せんとし，文外人土地(話有禁止)誌が 1909年には加邦議会に法案が出

た。大統領 T.}レ F ズペルトりは教主撃を送り再考を求めている。加邦議会は誌

しなかったが，日米高盟関に紳士協定安結び移民制限を行なうこと

となった。 1907，....，8年には各 l くが大陸へ入ったがその後欝持減少じ

た。 しかし 1915年煩から再び増加しているのはハワイからの移動によるも

のであろう。日本人は， A設業労俄者から小作人，さらに@作農!C上がるよう

になって，臼 るなと淡議するようの ζ とが起った。 1912年の

にタト閑人土地誌の制定がおた。 1913年にはこの

た。当時の大統領はれウィルソン，

Tこが，不本;な乍らといって家認している。

に加わったので，

ブライアンセあっ

も れた第一次大戦の際日

が，ウイ jレソンがおわっ

出で，日本が中

しない時惑が

い強逸かる南洋諸島を議任された ζ とと，

出した ζ となどに反感ぞ持つものが増加し，遂Iζ1924年の

は議総亜人の入闘を禁止した。第一次世界大戦後の海軍競争で

たワジントン会議(1922)とロンドン条約(1930)と共に日本を

怒らせたが， 日本は鍔年関東大震災の被警が大であったので日米戦争は 10

という入もあった。

H.C.デ円ラ{の

終っている。 1930年代から

整行政というものが次の橋題となる C

内容は， 1920 

の時抗，穣々の諮築総称

ーで
に
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第一次大戦末から約 10年間は後になって繁栄の 10年と呼ばれたが，そ

の最中は永遠の繁栄と考えられた。 しかるに 1933年からはひどい不景気続

きであった。 F.D.)レ{ズペJレトが 1933年大統領になって景気恢復策を種々

試みた。その最初のものは減産であった。大統領と個々生産者が減産を契約

したものであった。しかるにかかる契約が違憲と判決されたのと，また農業

上は実効が薄かったので，新しくソイ Jレコンサーペ戸ション(土壌保全)を以

って一面増産を防止し，他面土壌資源を保全することを試みたのである。す

なわちいわゆる中耕作物(とうもろこしゃ綿花)の栽培にかえて，麦類や牧草

を作付する ζ とを主とする。この実行はそれほどあったと，思われない。むし

ろ技術的な傾斜地の水平耕鋤(コンタープラウイング)によって表土の崩落を

防ぐごとき乙との指導は行渡ったようである。

第二次世界大戦の際太平洋沿岸居住の日系人を狩出しアリゾナ州内に監

禁した。その際加州で農業等の労働力が欠乏したのでそれを補うためにメキ

シコ労働者を募っていれたことがある。加州では黒人の労働者は少なく，テ

キサス州等にはメキシコ系が多数住居している乙とが知られるが，その上に

入れたわけであろう。実際カリフオノレニアからコロラドにいたる濯誠による

甜菜栽培の如きは全く最初は支那人，ついで日本人，さらにメキシコ人の労

働力なくしては成立しないほどのものである。日本人はすでに自営農業者で

メキシコ人を使うようになっていた。必ずしも日本人労働がメキシコ人労働

に代位したのではない。

ノレ戸ズぺJレト大統領が景気恢復策としてはじめたニユ{・ヂ~)レから戦

時の日本人移築，またさらに戦後日本本国の農地改革中の事情について随筆

風だが実際経験者として書いたローレンス・ヒユ戸スの“砂中の台車m は読

みがいのある本だ。

ロ{レンス・ヒユースは東部の農場に育ち，太平洋岸に出て沖仲仕，証券

販売員，連邦土地銀行の行員，連邦政府の農場救済行政員，南西地区再植民

事務所員，サンフランシスコ周辺地区の農場保障局長を勤務した。第二次世

界大戦時，日系人の集団移転の責ー任にあたり，またメキシコ人労働者募集を
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やり，終戦後マッカ{サー将軍の下で日本の農地改革遂行の仕事をした。

太平洋沿岸住居日系人集団移動は西岸防備責任者デグイツト中将が，あ

まりハッキリしないが防備上必要の中央指令だとして，この移動をなさんと

い州裁判所の最高判事ピッドJレが人権を主張して反対したのだが，一般人

の日本に対する悪意で実行せねばならなくなったので，ヒユ{スはいやいや

ながら実行の責に当ったのである。

集団移動をさせられた日系人の話では加州では私刑や防碍の危険は充分

にあり，移動地で住衣食は充分に給され，色々な技術も習得出来，戦後全米

l乙広く住んで生活するようになったから，悪かったとはいえないとのこと，

もとの住地や農地に帰ったものも多い。

しかし加州ではかかる強制があったが，布睦ではなかったという。加チトl

では全人口の 1%に過ぎず，布庄では 50%であった ζ とも関係があろう。

メキシコでも，米国の指示があったらしし太平洋近接地の日系人は移

動を命ぜられ中央等に移った。比の園はーす働けば生活出来るから苦にはな

らなかった。戦争が終って早く元住地に帰ったものは前よりもよくなってい

るとのことであった。

その後 D.アイゼンハゥア{大統領の時代，農務長官ペンスンが土壌銀

行(ソイ Jレパンク)をいいだした。 ζ れは特lζ金融をする銀行には関係がな

く，作物を播種し生育したものを鋤き込んで地力を貯えるというもので，一

つの減産政策であるが，あまり実効はないようである。というのは強制的な

行政ではなく鋤込した場合賠償金をくれるから農業者は作物の生育が悪いと

翻き込み，一実は今まででも収穫に値せぬと思う場合は放棄された一良いと

きは収穫して売出すからである。

要するに農業lと減産を実行させるなどは出来ぬ乙とだ。特に価格を上げ

てというのは矛盾である。金融政策が土壌濫用を力つ、ける際に土壌保全をす

すめるのも矛盾だとヒユ戸スは書いている。

其後米国の過剰農産物は各国の戦後救済に使われている。確にそれは有

効であった。朝鮮や台湾から隔てられた日本は終戦直後飢餓に類したが，米



192 緩済 学研 究昔 話 12考委第2をき

罰からミE黍(コドーン)や黍(7イロ)や大主主脱脂粉や脱脂粉乳等接受けてまずく

ても意fLえるよりはよかった。阪本人の食生活が絵入小麦粉で作られたパンや

類頬で大分変った。しかしそのため小変作は不幸IJになり，総入大立によって

も不利iとなった。米作は保護(政府の高{滋賀入)によっ

した。もはやそういう援助はいちなくなった。{患の，いわゆる未開発の~々

も大体幾度を主とする閣であるから荷様の状態にあるようだ。米露は増産的

な政策をやめるべ念だがやめられない矛震に際会している。

の1910年代より 50年代を

は約 10倍，農業は約 3僚となった。幾業者数を減じたから 1人当の所得で

ると幾索以外が4イをとなったに対

サスで農業内部の隠題を見ると，

のな

腐は下の如くである。

絞発潟隊綴

主 ;; 25，000以上 134 

立 10，000-24，ヲ99 449 

王立 5針。 9，999 707 

IV 2，500-4β99 812 

V 2，000】 2，499 763 

1任 250-1，999 462 

事季語十及び平均 3，327 

はS倍となった。 1954年のセン

478万2千の内 145万5千が議売

で30%そ占めるo 競売額による各階

31.3 1，039 

26.9 538 

20.5 312 

12.1 207 

5.7 133 

1.4 97 

980豪華ドノレ 336 

墨書 140ニι円カ円以下の議場の海55主主鹿郎ち他給力;主義だ

低く， 400ヘクタ円以上の農墳は数が 2.5%くらいだが商品生主主総額の 30%

以上与を出している。筆者は小農論議だが残念乍ら大農の生産後位会認めぎる

い。ただ大農場とな

働者(メキシカン，ネグロ

ー殻禁気高ょに対し，

る は，どうしても下級労

うζ とになるo

は滋じ， さは減退したが，
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商品生産lこ志向し，機械化して，経営規模を拡大している。

i 総 l 体 | :高!亙雇 兼業茨び
農 場 数 i平均土地蹴幾場数一 面山幾 場 数自

(千 I(エーカー) 千 1(エーカー)1 千)

1929 6，289 157 4，723 1，480 

1939 6，097 174 4，265 220 1，685 

1944 5，859 195 3，941 255 1，733 

1949 5，384 215 3，446 300 1，917 

1954 4，782 242 3，100 336 1，682 

民業カ品生産企業的となれば，農民家族経営のような土地に対する愛

着はなくなり，利盆あれば土地を借りてでも経営し，損失あれば退去するこ

とになる。

H.C.テ戸ラーめは 1900-1920年の聞に於いては農業者が土地を買って

地位の安定を図るのがよかったのに， 1919年以後はその必要を感じなくなっ

たという。前期[乙は地価が昇ったがその後は特lζ昇るととがなくなったので

ある。 1940年からまた変ったかどうかはわからない。

最近の米国農業経済学者の大部分はやはり家族労作農場制がよいとして

居り，ただ農機具特q乙トラクタ{の普及によって面積規模が大きくなったし，

それがよいとするようである。双緋の型をひくトラクタ戸 1台で充分耕籾j出

来る程度が充分で，約 100ヘク夕日jレと見ているようであるの。

米屈では，開発時代lこ土地は容易に入手出来たから，他の土地を借りて

小作する ζ とは必要でなかった。開発が了ってからも他産業等が進むので，

農場人口はその方に吸収されるのが多く農場が一子相続的に継続される ζ と

が多い。だから小作農や分益農は南部等の元来巨大土地所有下の黒人農業を

除いては多くないのである。しかるに社会階梯(ソシア lレラダ~)とか，農

業階検(アグリカ jレチュラ jレラダー)とか呼ばれるものがある。それは若鈴

鹿民が労働者，壮齢のそれが経営者として先ず土地や設備を借りる小作者か

らそれを買取る自作者，それも資金を借り負債を持つ不完全自作から負債を

返済して完全自作となり，老年となれば土地や設備を貸し，またはそれを売
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って隠退する，という各人の経過があるというのである。これは統計で明ら

かになっている乙とだが，事実上はむしろ少なく，ただ壮年の父親が経営者

で，男の子を労働者と見なし，老年になった父親が男の子に経営を渡し小作

料をとったり，土地や設備を売渡すことにして，相続の手続はしないことが

多いようである。実際は家族関係なのだが，法規的には個人関係とするので

ある。外lと親(父)子契約とか法人組織も行なわれる句。(家族相続の関係は自

然人的で法人的でない)。

土壌節約法(ソイ jレパンクアクト)は 1956年の農業法(アグリカ Jレチュ

ラノレアクト)の一部で 1938年の農業調整法(アグリカJレチュラJレアジャス

トメントアクト)で定めた土地面積及び、産物割当(エイカレヂアロットメン

トアンドマーケティングクォータ)規定を補充するもの，生産者が作付を

その農場面積割当又は基礎面積を減じ，残地の作物収穫又は放牧を止め，雑

草を除かねばならぬ。賠償は例えば 1956年の綿花では 1ポンドにつき 15セ

ントの単位をその農場の平均収量に乗じて定める。但し土壊節約は最大がー

農場の割当土地の面積の 1/2，または 10エ戸カ戸，また最少が面積割当の 1

割，又は 2エ戸カ円である。その上土壊保全(ソイ jレコンサペ戸ション)規

定lとより 3年乃至 15年間， 年々耕作地を禾草又は樹木地にする契約を結

び，その費用の 80%と少許の年々支払を受ける ζ とが出来る。

農家は土地を耕作し作物を収穫販売するかそれを廃して賠償を受けるか

の選択をする。もちろん農家が正確な収支計算可能でもなし，またそれが実

効も低いのである。ただ大体の計算を地方別に出して見る。

綿花ポンド当セント lr Zr引よ)17fi
1. 高丘地，デノレタ，及び西方濯統地

2. 南西地方

3. 南 東 地 方
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綿花1ポンドは 1955年 8月から 1956年 4月の関の幾家手取で，平均32.4セントで

あった。乙の費用11:は管理及び自家作業の賃金を見積っていない。
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1956年には農家の一部が作付した後に法の実施が始まったので効果が

少ない点もあるが，反対に51続いた干越で法についた面もある。約百万エ戸

カ戸が減反された。総作付の 6%である。

綿花 lエーカー当り所得(ドル)

1. 高丘地，デJレタ，及び西方港紙地

2. 南西地方

3. 南東地方

494 

248 

314 

高官主による

A I B 
津山
総益 |残 益

6θ.10 

32.10 

42.10 

賠償を均等にする ζ とによって，低生産性地方 (2，3)は作付廃止に傾く

であろうが，高生産性地方(1)はそうでなかろう。しかし生産技術の進歩(機

械収穫等)によって潜在的生産性は高まる。

最近の改良で自立つのはとうもろこしの一代雑種の強性利用である。

不況時代の米国農政は二つに分けられる。一つは農産物過剰処理で，そ

の買上及び金融による農場保持により市場出廼を少なくし農産物価格を引上

げようとするもの，二つは直接農民補助金融である。略称して前者を土壌銀

行(ソイルパンク)，後者を農民定着(レセットノレメント)と云う。土壌銀行

といっても土地担保の金融をする意味は全くなくて，作付せず又は作付播種

しでも収穫せず，土中lζ鋤込むことで地力を貯えるのを補助するのをいう。

土壌保全は表面の理由で裏面の目的は減産である。しかし減産が価格引上に

充分役立ったとは思えない。

また定着といっても農民を不良地から良地に移住させるものではない。

農民に金融や補助するととをいう。いずれも多大の経費をかけて実効の少な

いものと見られる。農民保護は所得水準(パリチ戸)に達しない場合，その分

を補助として与えるものであって，農民以上の農企業をうるおすもので，そ

の政府経費は多大であって，連邦予算中多大の部分を占めるものである。

日本では昭和初期の不景気不作の際，大体自助的な方法をとった。すな

わち指導としては農家に簿記をつけさせ，節約した予算生活をさせること，
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1960及び 1961両年の農務予算(ドJレ)
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究

・

及
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会

会

場
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幾

幾

土

幾

外

商

商

連

幾

幾

会

官

情

図

193，109，200 

67，431，000 
620，000 

242，000，000 

146，132，000 
154，289，900 

19，108，000 

940，000 

444，635，000 

6，376，000 

9，632，000 

31，050，000 
3，358，000 

2，897，500 

1，488，000 

895，000 

1960 

.170，651，606 

64，123，222 

615，800 

241，500，000 

133，147，000 
157，030，900 

3，518，300 

909，500 

445，635，000 

6，376，700 

9，032，000 

30，744，750 
3，162，025 
2，881，000 

1，431，665 

900，000 

次年

1，323，963，600 1，267，840，760 .
h
1
 

4ι
品品品一-?一

u

2，667，134，000 2，703，521，193 商品敵資(公社 )

11，307，500 704，350，000 

675，000，000あり

充

内商品金融(公社)分

布告

Ross B. Talbot (Iowa State Univ.): Farm Legislation in the 86th. 

Congress， J. F. E. XLIII. 3， Aug. 1961. 

施設としては産業組合一協同組合(農協)を助けて購阪信用の事業をさせ，良

これがなかったら農民の土地は殆ん民の財産が他lこ奪わるる乙とを防いだ。

ど奪われたであろう。もっとも，戦後の農地改革で小作人は土地を得たし，

食料等不足でその値上りの利益を得た。最近は一般の所得，従って生活が高

上し，農民のみならず農企業，例えば養!豚・養難等が大規模化して行なわれ

1) 米国大統領の内に 2人のルーズベノレトが居る。第 1のセオドア・ノレーズベノレト (1858-

1919) は活動的人物で，ニューヨークの'M~誌の家の出だが健康のため商部でカウボー

ている。
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イ生活をし，米商戦争ではラフライダーで出征した。米国大統領への筋道としてニュ

ーヨーク州知事を勤め，副大統領から大統領となった。農村に興味を持ち天然資源保

全を主張した。アフリカや南米を狩猟や深見に訪れた。日本との関係は日露戦争の講

和を斡旋したととである。

第 2の フランクリン・デラノ・ノレーズベノレト (1882-1945)も同一家系の出で，同

じ筋道で大統領になった。彼は小児まひで動く ζ とが出来なかった。幾業については

不景気回復策ーニューヂ-}レ， トリプルエ一策を学者等を選んでやらせた。しかしそ

れは現在まで重荷になっている。独逸や日本が不景気の末!(戦争を始めてくれたのは

最もよい景気回復になった。しかしとれもまたその後の霊荷を作った ζ とになる。政

治の行過が考えられる。

2) Lawrence Hewes: Boxcar in the Sand， A Borzoi Book pub. A. A. Knopf. 

1957. 

3) H. C. Taylor: Story of Agricultural Economics， 1952， p. 802-4. 

4) E. O. Heady et al.: Resource Productivity， Return to Scale， and Farm Size. 

1956. 

Ditto: Agricultural Adjustment Problems in a Growing Economy. 1959. 

5) W. L. Borries (East Texas State Teachers College)・ HowWi1l the Soil Bank 

Program Affect Cotton Producction? J. F. E. XXXIX. Feb. '57. 

本稿には大爺栄一・原田和幸両君の助言及び校正を受けた。 (1962年12月)




