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〔参考資料〕

わが国の稲作農業改編の方向と課題

七　　戸　　長　生

はしがき

1．稲作農業改編の方向と基本課題

　（1）稲作農業の占める基本的地位

　（2）　改編方向についての理論的i整理

　｛3｝改編方向の「具体像」

　（4｝稲作改編の基本課題

璽．稲作農業改編の主体とその活動基盤

　ω　改編主体の所在

　②　改編主体の存立基盤

　（3｝改編主体の存立基盤再構成の方向と課題

　は　し　が　き

　現在、わが国の稲作農業はきわめて重大な難問題に直面している。「米過剃」の

事態が顕在化しはじめてからすでに十数年、これに対処する「減反・転作」政策が

進められるようになってからでもすでに十年を経過したが、事態は好転するどころ

か、かえって混迷の度合さえ深めて今日に至っている。反面、内外の情勢は、われ

われの生活の基本をなす食糧を、こともあろうに「第三の武器」として戦略的にと

らえるまでに深刻化してきている。一体、われわれは何をよりどころにして、今後

の日本農業、なかんずくその大宗をなす稲作農業の発展の在り方を展望し、そのた

めの確乎とした基盤を再構築することができるのであろうか。

　このような緊急かつ重大な課題に対して、日頃、目本の農業、とりわけ稲作農業

について社会経済的な側面からの調査研究にたずさわっているわれわれが明確な見

解を提示することは、われわれに課せられた社会的な責務であるといわなければな

らない。われわれはこの課題にこたえて、1977〈昭和52）年12月以来、矢島武北

海道大学名誉教授を代表とする稲作基本問顯研究会を組織して、二十数回にわたる

研究討論をかさねてきた。そしてその成果は本年12月に上梓されるはこびとなって
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いるが、小稿は、最終的な言出研究とりまとめの段階における総括的な討論結果を

ふまえて、この3年間に積み重ねてぎた研究成果を簡潔に示すことを目的にして、

この研究会の事務局を担当してきた筆者が作成した草稿の一部である。この草稿は、

再度15名の研究会メンバー全員の討論を経て取りまとめられることになっているが、

ここでは、今後のわが困稲作農業の経常展開の方向に直接的に関連する部分を中間

報告的に提示して、大方の参考に供したい。

　小稿は、以上のような経緯の中で作成されたものであるから、個人的な研究成果

として発表することは必ずしも適当ではないかもしれないが、農業経欝の観点から

の課題接近をかなり強調した形となっており、それを筆者のオリジナノレな側颪の反

映として受けとっていただいてよいかと考え、一つの「参考資料」として本誌に掲

載されるはこびとなったものである。

　以下で集録する草稿は、第1節から第5節にわたる上記の総括部分の中から、第

2節と第3節を抜葦してきて、それぞれを1．曇。の形で示した：。一つ一つの議論

としては多分に舌たらずの箇所があることは否めないが、末尾に代表的な参考文献

を掲げてあるので、適宜参照のうえ、共同研究の全体的な総括の一部分として通読

されることを期待する次第である。

1．稲作農業改編の方向と基本課題

　α）稲作農業の占める基本的地位

　しばしば指摘されるように、わが國の米消費量は1963（昭和38）年の1340

万tをピークにして、年々漸減傾向を示している。人口1人当り年間消費量も19

59年の135Kgの水準から徐々に減少して、60年代には100～120晦の水準

に落ち込み、70年代には80～95Kgの水準を示すに至っている。

　しかしながら、このような消費減退の傾向を過大にとらえて、米がわが国の国民

的な基本食糧としての地位を次第に喪失しつつあるかのように考えることは早計で

ある。たとえば国民の栄養摂取量の累年傾向をみると、最近でも1人1日当りカロ

リーのおよそ3分の1は米によって賄われているし、同じく蛋白質摂取量のおよそ

20％が米によってもたらされている。つまり、わが國の基本食糧としての米の地位

は、た：しかに量的には、・かつての米食中心の時代に比べれば大幅に減退していると

はいえ、依然として中心的な食糧品目の筆頭に位置することは、誰しも異論をはさ

む余地のない事実である。

　同時に、このように国民的基本食糧の主座を占める米の生産が、わが園の農業生
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産全体にとっても、最も中心的な部分をなしていることは周知の通りである。念の

ため、今日の稲作農業の位置づけを再確認するために、二、三の基本的な側面につ

いてふれると、1970年以降の減反・転作政策の下にあっても、わが國の耕地面

積のおよそ46～50％は稲作生産のために利用されており、全国の斗帳家中に占め

る稲作農家の比率も、およそ84％に達している。しかも、これら農家の農畜産物販

売収入のうちで第1位を占める部門が稲作であるというものが過半を占めている。

このように農地の利用の面からいっても、その生産にたずさわる農家の数からいっ

ても、さらには個々の農家の経営活動の重点がそこに集中していることから考えて

も、稲作はまさに日本農業の大宗をなしている。それは減反・転作政策の下にあっ

てもなお、わが園の農業総菜出額の35～40％の部分が、米という一つの生産品目

によって占められている点に、最も端的に現われている。

　今日の稲作農業の位置づけを考える場合、以上のような量的なシェアの大ぎさも

さることながら、その質的な内容についても注目する必要がある。まず現実の稲作

農業を中心的に担っている農家の経鴬規模をみると、そのおよそ55％が。．5融未満

の零細な稲作規模の農家によって占められており、1磁以上の稲作規模のものは僅

か20％にすぎない。このような経営規模の零細性は、とくに水稲単作の形態をとっ

ている稲作農家において顕著であるが、　「農業基本法」制定以来、政心的に育成・

増加をねらってきた筈の「圏立経営農家」の割合が最も低いのも、この稲作単一一経

営のタイプである。すなわち、稲作単一経営タイプの中で「自立経嘗」水準に到達

している農家の比率は僅か4％程度にすぎないが、他の経営タイプ、たとえば酪農

では30～33％、野菜作単一面心では24～27％、工芸作単一経鴬や複合経営タイ

プでも10～12％、に達しているのである◎

　もっとも、稲作農家の大半がこのように「非自立」経営に属するとはいえ、わが

国の米の生産・販売量のおよそ70％は、稲作規模が1磁以上の稲作上層農によって

もたらされていることも、決して見落すわけにはいかない。つまり、生産の担い手

に即してみても、ぎわめて幅広い心匠分布を示しているところに、わが圏の稲作の

複雑性がうかがわれるのである。

　しかし、わが國の稲作農業は全般的にみて、つぎの三つの閥題点、すなわち第～

は土地利用が水稲単作の形をとって極端に一直化していること、第二は費用構成の

面で著しく購入依存の度合を強め、しかも機械・設備の稲作専用的な高度化が進ん

だことによって、甚だしく硬直化した費用構造になっていること、そして第三に、

労働力の農外流趨や兼業深化によって、経営主体の空洞化が進んでいること、この
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三点が顕在化するに至っている。そして、これらの問題点を是正することなしには、

いかに米がわが国の困民的な基本食糧として今後も重要な地位を占めるとしても、

また：、いかに稲作がわが困農業の中心的な部門として決してゆるがせにでぎぬ作目

であるとしても、その位置づけを確立することは容易ではあるまい。

　この意味においてわれわれは、上述のごときさまざまな問題点を内包している現

実の稲作農業を早急に近代的な経常体質を異備した存在へと転換し、このような経

営によって担われる稲作農業を定本農業の中軸にすえるための全国民的な合意と努

力が、今Bほど切実に求められているときはないと考える。現実の奇型的に歪んだ

稲作をこのままの形で保護・温存したり、後進的・停滞的な稲作の復活・蘇生を意

図したりすることは、稲作農業が本来握わねばならぬ役割を甚だしく捻じ曲げ、そ

の重要な位置づけをかえって極端にスポイルすることになろう。あえて稲作農業の

占める基本的地位を再確認し、稲作農業の「改編」という表題を掲げた：ゆえんも、

この点にある。

　②　改編方向についての理論的整理

　現実の稲作農業を、本来的な意味における近代的な：農業経営に立て直していくこ

と、これがわれわれの直面している最も申心的な課題であるが、大方の読者は、そ

のようなことがはたして実現可能であろうかという疑問を持つかもしれない。ある

いは、本i当の意味の稲作経営に立て直すということの具体的な内容や方向がつかみ

がねるという批判を加える人も少なくあるまい。

　そこで以下では、われわれが改編の目標として考えている近代的な稲作経営の理

念的骨格について述べておこう。

　今日の商最経済の下では、別に稲作農業に限ったことではないが、経常者はでぎ

るだけ多くの利益をあげることに努めると岡時に、その高い利益水準をできるだけ

持続的に維持することに努める。この二点は、経尋者がたえず追求せねばならぬ至

上命題であって、もしこのことを怠るならば、その経営は優勝劣敗の市場経済原則

の下で淘汰されていかざるをえない。しかも、それぞれの経常者がこのような市場

経済の競争に最善の努力を払うことが、そのようにして生産された：農産物をはじめ

とするもろもろの財貨を購入し消費するものにとっても、最大の利益をもたらすこ

とにつながっていく。これが周知の、古典派以来の自由経済思想の基調であるが、

これを稲作経営の臭体的な運欝にあてはめていえば、次のような観点の重要性が明

らか1こなろう。
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　すなわち、稲作を中心とする農業経営者にとっての第一の課題は、自らが調達し

うる経営諸要素（労働力をはじめとして、耕地・農機具・種苗・肥料・農薬などの・

もろもろの生産資材）を最も効率的に使用して、できるだけ多くの利益をあげるこ

とにある。そのためには、より多くの収益をより少ない経費で獲得すること、換言

すれば、所与の経営諸要素を最も合理的に結合して、できるだけ高い生産力を発揮

させると同時に、経営諸要素を最大限に利用して生産物単位i当りのコストをできる

だけ節減することによって、最大の純収益を実現しうるように、経営を運営しなけ

ればならない。経営の含理化というとき、われわれはややもすれば、単位画積当り

の生産収量の多寡、耕作規模の大小、生産物の販売単価の高低、といった経営収益

を構成する個々の側面の、部分的な：状況に限って、一面的に関心を集中させがちで

あるが、　「経営」ということが生産資材の購入に始まり、その資材の生産的利用、

そして結果的にもたらされる生産物の販売、にまたがる全過程を包括する人間活動

である以上、これらの諸側面を総山的にとらえ、合理的に判断をくだすことが必要

である。しかもそれは、生産のために投下する生産資材の種類・量・購入価格・鼠

家労働力を含めた：労働力の使胴に伴う支払労賃、などの水準についても、同様に周

到かつ包括的に把握し、分析することを求めずにはおかない。つまり、自分の経営

を取り巻く広汎な社会経済的諸関係を、自らの経営三三の中に濃縮しつつ把握し、

それを目的に合致した方向に向って意図的に誘導していくという意味において、た

だ単なる私的な経験や恣意的な選択にゆだねるわけにはいかないことがらなのであ

る。こういつた広い視野をもった社会性と二二的な組織性をもつことこそ、近代的

な経営の核心をなしているといわなければならない。

　また：第二の課題とされる、できるだけ高い利益水準の継続的維持という点も、あ

くまでも上述のような社会的・標準的な水準に準拠して経営諸要素を調達し、それ

らを社会的・平均的な条件の下で利用することによって、はじめて確保しうること

なのである。

　さて、近代的な農業経営運営の在り方についての以上のような整理をもとにして、

現実の稲作農家が直面している諸問題をとらえ直してみると、水稲単作化の傾向と

いい、年間僅か十数日しか稼働させえない機械の導入といい、その機械化に促迫さ

れた耕作規模拡大の動き’といい、いずれも個々の具体的な側面についていえば、一

見、きわめて二期的な近代化の動きのようにみられるものの、経営総体の観点から

みれば、意図的な組織性に甚だしく欠けているばかりでなく、経営の安定的・持続

的な発展に対する配慮、ひいては経営二二の社会性についての認識が著しく未成熟
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であることを、如実に示しているといわざるをえない。

　したがって、今後の稲作農業の改編方向の検討にあたっては、従来しばしばみら

れがちであった、いかにして米を多くとるか、いかにして米のコストを節減するか、

といったきわめて一面的かつ限定的な目的意識に性急に短絡させる思考を一掃して、

より総合的な観点から、自らの経営を一層発展きせ、でぎるだけ多くの利益を、で

きるだけ持続的にあげるには、どのような経説の仕組みにすべぎか、を主題にしな

ければならない。

　（3）　改編方向の「具体像」

　では、そのような観点から描かれる稲作農業改編の「具体像」はどのようなもの

になるか。

　それはひとことでいえば、すでに繰り返えし指摘してきた：今日の稲作農業の基本

的欠陥の三側面（すなわち土地利用の一面性、機械・施設利用の一面性、労働就業

条件の一面性）を経営運営の近代化・合理化の方向にそって、総合的かつ組織的に

是正し、でぎるだけ多くの経鴬利益をでぎるだけ持続的に実現しうる稲作農業の新

たな「組織体系」へと改編することにほかならない。

　つまりこの組織体系は、水田土地利用の高度化と、機械・施設利用の高度化と、

農家労働力の就業条件の改善ならびに就業機会の拡大の三つの課題を、相互に密接

に関連づけながら同時並行的に解決していこうとするものである。このようにいう

と、一つ一つの課題でさえも容易に手のつけられない難問題であるのに、この三つ

を同時並行的に解決するなどということは、きわめて抽象的な絵空事ではないかと

いう反論がでてくるかもしれない。

　しかし、翼体的に水田土地利用の高度化の問題を取り上げるとき、その高度利用．

の基本的な手段である機械・施設の問題をぬぎにして、一体どのような土地利用の

「具体像」が浮び上ってくるのだろうか。具体的な作業過程の中心的な担い手であ

る労働力の問題をぬきにして、一体誰がそのような土地利用を進めるというのであ

ろうか。毛様のことは、土地利用の側面や労働力の問題をぬきにしては、機械・施

設の高度利用の在り方が到底考られず、土地利用の高度化や機械・施設の高度化の

問題を切り離しては、稲作農家の労働力利用の改善を論じえないことからも、容易

に明らかになろう。総じて、稲作農業の今後の経鴬の在り方を出題とするときに、

経営全体を見渡すという観点をぬきにして、一体どのようなことが議論しうるので

あろうか。われわれがこの三つの側面を相互に密接に関連づけながら、経鴬全体の
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組織・構造を改編することを強調する理由はまさにこの点にある。

　つぎに改編の具体的な内容にふれていく。

　まず第一の水田土地利用の高度化の内容としては、今日の水稲単作的な：土地利用

がもっている甚だしい季節的なかた：よりを、通年的な体系性をもった：土地利用の方

向へと是正していくと嗣時に、それをさらに発展させて、年次的な体系性をもった

土地利用の方向に結びつけていこうとするものである。とはいえ、こういつた土地

利用の方向は、わが圏の稲作にとっては別にこと新しい珍奇な方向では決してない。

通年的水田利用の方向は、すでに数百年前から農民的に創出され、ごく近年の農産

物貿易の自由化や高度経済成長の激流の中で、壊滅的な後退を余儀なくされている

水田裏作の土地利用に通ずるものであり、年次的な水田土地利用の体系化の方向も、

すでに第二次大戦前後の十数年閥にわたって各地の先駆的な農家によって模索され

た：方陶であった。

　ここでわれわれが提起する方向は、こういつたすでに経験ずみの水田土地利用の

高度化の発展方向を、経営運営の近代化・含理化の観点に立って積極的にとり入れい

新しく体系化していくという点にある。たとえば稲一麦とか、稲一菜種とか、ある

いは稲一レンゲといったかつての水田二毛作が可能な立地条件に恵まれている稲作

地帯では、今日の段階における機械・施設の装備状況や労働力の保有状況を念頭に

おき、さらに機械・施設や労働力の一層の高度利用、通年的利罵の方向と関連づけ

るとともに、稲作の生産力の一層の向上にも役立ちうる裏作作目を多面的に追求す

ることが眼目となる。もしその裏作物の技術的特性や、機械・施設、労働力などの

一層の高度利用のために、水田の畑地的利用の延長が要請され、そのことが稲作生

産力の発展にも結びつきうる場合には、たとえば稲一麦一野菜とか、稲一レンゲー

飼料用コーン、といった二年三作の方向を具体化することも重要である。さらに上

述の条件如何によっては、水田の畑地的利粥の期間をさらに延長すると同時に、そ

こでの年次的な作付交替＝いわゆる輪作を計画的に進め、田畑輪換の体系を確立す

ることによって、水田土地利用の高度化は無論のこと、機械・施設や労働力の周年

的な高慮利用を達成しようとするものである。また、水田二毛作が困難な気象条件

下の稲作地帯についても、上述の二年三作の方向やその延長線上に考えられる田畑

輪換の体系（水田を基盤にした、稲作を念む輪作農業）、さらにはこのような土地

利用の展開を基盤とする家畜飼養の方向、が提起されるのである。

　つぎに視点を移して、第二の側面である機械・施設の高度化ならびにそれらの利

用の高度化の問題に入っていく。周知のように、今日の稲作関連の機械・施設の高
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度化の動きは、一面では水稲単作的な土地利用の展開に従属し、それを支えるため

の手段として、甚だしい季節的労働ピーク時の省力化を進めてき’た。同時に反面で

は、特定・専用機械の大型化の進展によって、土地利用の一面的な展開に一層の拍

車をかけるという作用を及ぼしてきた。したがって今後の改編の内容としては、こ

のような機械・施設の高度化の歪みを是正し、周年的な利用高度化と分業的な利用

高度化を可能にする方向に結びつけていくことが提起される。つまり従来の機械化

によってもた：らされた奇型的な専門化と省力化を根本的に再検討する観点に立つ。

　このようにいうと、従来の専門化・大規模化・機械化の路線をそのまま鵜のみに

している人々から、猛烈な反論を浴びることになろう。しかし、ここで冷静に考え

てほしいのは農業生産における季節性の存在である。いかに機械・施設を専用化し、

より省力的な大型高性能のものに切替えても、それを利用しうる規模は、それが対

象としている作業適期の枠内に限られる。いかに、利用規模を拡大すれば拡大する

だけ単位当りの利用コストが低減していく性質があるといっても、その利用規模の

拡大には一定の限界がつきまとうのであって、ここが365日・3交替・24時間

操業の可能な工：業生産における、大型・専用化の論理と決定的に異なっている点で

ある。仮に共同利用とか、集団組織による利用拡大の方向を考えても、品種の配分

や作付時期をずらすことによって対応しうる適期幅の拡大には限度がある。地域の

農業が全般的に水稲単作の形をとっているような場合には、このような対応自体が

決して容易ではない。また、大型高性能の機械・施設の多くは、労働単位当りの作

業量はたしかに省力的であるが、現実の家族労働力の量ならびに質では即応しかね

る労働力組織・作業組織を要求するものが少なくない。事実、しばしばこのような

多人数の労働力動員や三役時の拘束を伴なうところに、省力的な大型高性能の機械

・施設の共同利用の野路があるといわれている。

　そこでわれわれは、年間を通じて利用しうる汎用性をもった機械・施設の高度化

の方向と、そのような機械・施設の少人数組織（2～3人もしくは5～6人程度の

作業組織）による分業的利用の方向を提起したい。すなわち汎用性をもった機械化

の方向は、たとえば現実の暫定的な転作対応の中でさえも、稲にも麦にも使用でぎ

る収穫機や乾燥施設の存在がきわめて大きな意義をもっていることに如実に現われ

ているように、現実の歪んだ土地利用の在り方や、十分な：就業機会を見出せない農

家労働力の在り方に対して、新たな展望を与える契機となろう。これと同様に、排

水不良水田の改良のための小型トレンチャーの導入は、籾がら暗渠の実施による稲

作生産力の向上をもたらすとともに、前述のような稲一麦一野菜の土地利用体系下
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の野菜（根菜類）の収穫作業の合理化にもつながっていく。このような機械・施設

の多面的利用にうら打ちされて、はじめて前述の如き水田土地利用の多面的発展も、

農業労働力の就業機会の拡大も実現可能のものとなるのである。

　また、このようにして一定の地域内で多面的な土地利用が展開していく状態を想

定すれば、そこでは多種多様な農作業が重層的に進行することになるが、一定時期

に多人数の子役を求めて大規模な：作業組織の編成をおこなうような機械化の方向は、

このような労働力需要の状況と矛盾せざるをえない。した：がって地域内の農家間な

いしは農家グループ間の、機械作業の受委託による機械利用の高度化や就業機会の

拡大（いわゆるマシーネン・リングの方式）の方向を考えても、少人数の作業組織

に即応しうる汎用的機械・施設の導入と、その分業的利用の方向が提起されるので

ある。

　さて第三の、労働力の就業条件の改善ならびに就業機会の拡大という課題につい

ては、すでにその大半を第一、第二の改編方向と関連づけて述べてあるので、ここ

では補足的に二・三の点にふれるにとどめる。

　その第一点は、省力的土地利胴や高性能機械化の進展は、た：しかに農業労働の軽

減・緩和につながる側面をもっているが、その反面で、一面的な土地利用の歪みに

よって労働力利用の安全性が甚だしく損われている場合も少なくないという点であ

る。たとえば土地血温の歪みによってもたらされた病虫害の多発、これに対処する

ための農薬多投の防除作業の増加が、薬害被害の形の労働災害をもたらした：り、年

聞僅か十数日しか使用せぬ高性能機械であることとも密接に関連する機械操作の不

慣れが、文字通りの致命的な作業事故につながっている場合も少なくない。

　第二に、こういつた状況を是正して、労働力を安全な形で、しかもできうるだけ

周年的に平均化して就業でぎるようにすること、そしてその労働の成果によって社

会的・標準的な：生計が持続できるようにすることは、経常の運鴬を近代的・合理的

におこなう場合の、最低限の課題である。水稲単作・大型機械化といった近年の勤

きが、一発、きわめて典型的な稲作合理化のあらわれのようにみえながらも、その

実質を伴なわな：かったのは、これらの動きがいずれも稲作農家労働力のr失業」に

つながり、経国の空洞化につながっていった：という点にある。われわれが提起する

改編の「異体像」は、真に日本農業の発展・稲作農業の発展を希望する農業者が、

農業内的に健全な就業の場を十分に兇出せるようなものでなければならないと考え

るQ
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　（4｝稲作改編の基本課題

　では、以上のような稲作農業改編の方商を具体化するためには、どのような諜題

を解決していかなければならないか。この点についてはわが園の経済構造の転換の

問題、それに規定されている農政の転換の問題、さらには稲作を含めた農業構造全

体をいかにして転換していくかといった広汎な問題に直接的にかかわっているが、

ここでは、わが困の稲作にとって画期的な「新農法」の創餓の基礎条件をなす稲作

農業改編の闘題に、直接つながる側面に限定して基本課題を指摘しておこう。

　まず第一に、現実の一面的な水田土地利用を是正するには、従来の稲作と互角に

比肩しうるような集約度・収益性・適地性をもった作目が選択されなければならな

い。より正確にいえば、従来はそのような作鰹が存在しなかったからこそ、水稲単

作化に歪んでいった：のであるから、上述のような作昌を新たに創出し育成していか

なければな：らない。そのためには、多面的に新しい作目を模索し、これに対して従

来の稲作技術の改善・向上のために注がれたのに劣らぬ努力を傾注することが必要

である。

　第二に、この新作騒を含めた土地利堀の体系を早急に確立することが求められる。

それはただ単なる耕地の地力維持にとどまらず、作付順序の上でこの作目と結びあ

わされる稲作に対してもプラスの作用をもたらしうるような土地利用の体系でなけ

ればな：らな：いし、同時にそれが機械・施設の利用高度化や労働力の周年的利用につ

ながるような体系でなければならない。

　第三に、このような新作目の導入、ひいては新しい土地利用体系を早急に軌道に

のせうる土地改良や圃場整備の実施が必須である。場合によっては、新しい土地利

用体系への逐次的移行に即応して、この種の土地基盤整備の段階的な実施を考慮す、

る必要もあろう。

　第四に、従来の水稲単作的な：状態に即応してすでに導入されている機械・施設や

労働力の保有・調達の在り方も、上述の新しい土地利用体系への移行にあわせて、

あるいはそのような移行が進められるための前提条件として、早急に改編しなけれ

ばな：らない。そのために既存の機械・施設の撤収や所有・利用の体制の抜本的切替

えを断行する必要がある場合も十分に予測しうる。

　第五に、上述の新作瞑の導入といい、新しい土地利用体系の確立といい、さらに

はこれに呼応する機械化や労働組織の新しい在り方といい、それが経営経済的に成

り立つた：めにはいずれも一定の単位規摸（たとえば部門規模、作業規模、組織規模）

に達していることが前提条件になっている。した：がって上述の改編方向を進めるに
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あたっては、このような：経済的採算規模に合致した部門導入・組織改変を実現させ

うる経嘗規模の拡大（単なる耕地面積の拡大にとどまらず、その利用を最大限に効

率化させうるような諸投資の同時的実施を含む）や、労働組織の形成・強化がはか

られなければならない。

　第六に、以上のような稲作農業の改編は、今日の稲作をめぐる社会経済的な諸関

係ならびに諸問題を、自らの経営運嘗にあた：っての基本データとして総合的に把握

・整理し、経営全体の発展方響を冷静に見定め、その結論を果敢に実行する合理的

・近代的な経営者群によって、はじめて実現されるQこの意味においてかかる意欲

的な経営者群の分厚い形成こそ最大の課題といえよう。洋の東西を問わず、創造的

・意欲的な農業者の活動を欠如して、新しい農法が創り出されたためしは、いまだ

かつて聞いた：ことがないのである。

瓢．稲作農業改編の主体とその活動墓盤

　すでに繰り返えし述べたように、今日のわが国稲作は、その技術的特質から考え

ても、また現実の経営経済的な状況からいっても、その構造ならびに組織を早急に

是正し、真にわが国国民の基本食糧の生産を担当するにふさわしい方向へと抜本的

に改編していかなければ、今後の存続が危ぶまれる情勢の下におかれている。そし

て前節では、わが国の稲作にとって画期的な「新農法」を創り出す方向に向って、

従来の稲作農業をいかにして改編していくべきかを、土地利用の改編、機械・施設

の高度化、農家労働力の就業条件・就業機会の充実、の三点の総合的な推進によっ

て達成すべきことを提起した。

　しかもこの改編の条件は、少なくとも技術的には、10年前、20年前に比較すれ

ばはるかに成熟してきている。たとえば、稲作の一貫機械化体系の形成・普及によ

って、春秋の農繁期の労働ピークは大幅に削減され、適期作業の能率的な遂行が可

能となった。このことは、かっての水田裏作の展開期に問題化した春・秋の甚だし

い労働過重状況を大幅に緩和する条件が、少なくとも稲作技術の側面において成熟

しつつあることを意味する。また：、夏季の防除作業や除草作業の省力化の進展は、

この時期における農家労働力を水稲以外の作図に集中的に投入しうる余地を拡大し

つつある。つまり、かつての稲作労働の条件を前提とすれば「口のついた家畜は見

るのも嫌だ」といわざるをえなかった：過重な労働の状況は、大幅に変化しつつある。

ところが多くの農家は、このような昔の苛酷な労働従事を要求した般いまわしい記

憶”を前提にして、稲作複合化に関連するさまざまな提言を度外視する傾向が強い。
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実は、そのように感性的に他作鰹の導入を排斤したくなる理由は、近年の稲作技術

の展開によってほとんど解消しつつあるというべぎであって、稲作改編の技術条件

は、少なくとも稲作技術の面については、すでに十分に形成されているといっても

過言ではない。もちろん、このような稲作技術の進展とはうらはらに、多面的な水

田土地利用を支えるた：めの他作目の技術開発が著しく立ち遅れていることは否定で

ぎぬ事実であって、ここに稲作改編推進上の一つの難関があることはすでに指摘し

たとおりである。

　しかし、稲作農業の改編を具体的に考えていくとき、もう一つの側面として、そ

の実現を著しく阻害する条件が近年、とみに強まってきていることを決して見過す

わけにはいかない。たとえば近年の農政の動商、とりわけ米以外の農畜産物につい

ての価格政策の在り方ひとつをとってみても、農家霞体の多様化（ひいては農村集

落のまとまりや生産面での連帯条件の弱化）や農協運営の在り方などをみても、全

般的に生産主体の稽極的な意思決定や、意欲的・慶発的な取り組みを阻害する諸条

件が、年々急激に悪化しつつあるといわざるをえない。このような条件悪化をぬぎ

にして、前述のような技術的可能性の拡大のみを一面的に強調することは、稲作農

業改編の展望を提起することには決してつながっていかないのである。

　そこで以下では、こういつた条件悪化の下にある稲作農家が、稲作改編の中心的

な担い手として櫃極的かつ創造的な活勤を展開していくには、今後どのような形で

活路を拓いていくべきか、そのことを通じて一体、どのような展望がひらけてくる

か、について述べることにしよう。

　ω　改編主体の所在

　この場合、まず第一に整理してかからなければならないのは、稲作農業改編の主

体とはどのような：ものを指すのか、それは現実にどのような形で存在しているか、

という点である。このことは一見、ぎわめて判りぎつた問題であるかのように思わ

れがちであるが、実は論者によってそのとらえ方は著しく異なっており、無用の混

乱さえしばしば現われているとみられるのである。すなわち一方では、鼓徳的にも

経営的にもすぐれた先進的上層農家を“申核農家”として位置づけ、この農家が周

辺の兼業農家層を包括する形で、稲作農業の改編を推進していく道筋を構想してい

る論者がみられるのに対して、他方では、こういつたさまざまな：階層にまたがる農

家群の地域的なまとまりを念頭において、そのようなτ璽地域農業”の主体こそ、稲

作改編の主体であると主張する論者も少なくない。さらに、こういつた“地域農業”

一118一



の育成・運営に対して農業必読組合が行使している機能の強さに着目して、農協主

導の改編を強調する議論もおこなわれている。

　しかしこれらの議論の多くは、それぞれの論者が異体的に対象としている全圏各

地の稲作地帯の、特有の農業構造や農家の階属構成、さらには農業を取りまく他産

業の状況などを直ちに一般論化している傾向が強いため、多分に一面的な強調に陥

っているきらいがあるといわざるをえない。加えて、現実の稲作生産力展開の勤き

は地域によって著しい差異を示しているため、このような：地域的なでτ不均等発展”

の側面を捨象して、一概に定型的な聖ぐ地域農業”の在り方を論ずることは、かえっ

て地域問の対立・競争の側面の強調につながりかねない。最近、一種の流行語のよ

うに使われている“地域農業”論も、一面ではそれぞれの地域の独自的な展開方向

の模索を促す積極性をもちながらも、他面では、選別・分断を基盤とする権力的支

配の強化の方向に手をかす危険な側面をはらんでいることに注目する必要がある。

　もとより個々の稲作農家は決して、絶海の孤島のロビンソンクルーソーのように、

社会的に孤立して存在しているわけではないし、すでに述べてきた今日の稲作の基

本問題の解決や、稲作農業の改編に具体的に取り組むためにも、農家間のつながり

がぎわめて重要であることはいうまでもない。われわれがここで、稲作改編の主体

として注圏するのも、そのような農家問の連帯を核にして現実の農村集落において

生産・生活の両面で機能しているτ聖社会関係”の担い手にほかならない。少なくと

もそこには、生産・生活の各側面に関連するいくつかのことがらについて共通の関

心をもち、共通の利害に立ちうる基盤があり、問題の解決のために互いに協力して

ことに当る力能があると考えるからである。逆にいえば、このような内実をもった

農家間のつながりの存在する範囲こそ、地域農業の中核であり、そこで問題解決を

模索しつつある農家群の総体こそ、稲作改編の中心的な主体である。この意味にお

いて、曜ぞ’地域農業”の範囲をた：だ単なる地理的空間としてとらえたり、農協の諸機能

の及ぶ経済的区域とみなした：り、市町村などの行政区域と混同して考えた：りするこ

とは、きわめて皮相的な理解であるといわなければならない。

　（2｝　改編主体の存立基盤

　だが仮に、以上のように稲作改編の担当主体がどのような存在であるかを整理す

るとしても、それはきわめて抽象的かつ包括的な把握にとどまっているというそし

りを免れない。それは一体、どのような基盤の上に存立しているのか、その基盤自

体はどのような問題をかかえており、それが稲作改編の主体の在り方にどのように
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関連しているのか。実は、これらの問題はきわめて広汎多岐にわたるが、ここでは

つぎの二つの主要側面、すなわち一つは集落の問題、もう一つは土地所有の問題、

に集約して検討していく。

　今日、農村集落については、一般につぎのような二つのきわだった対立的見解が

だされている。一つは、第二次大戦後の社会経済的な諸条件の激動の中で、旧来の

自然村を母胎とする「ムラ」は崩壊し、そこにあったいわゆる「集落機能」の独囲

性をすでに喪失しつつあるというとらえ方である。た：しかに農村の過疎化や兼業深

化・農民諸階層の急速な分化を通じて、かっての等質的な農家間のつながり（とり

わけ伝統社会的なつながり）が稀薄化してきたことは事実であり、旧くから「ムラ」

が持ち続けてきた諸機能が急速に衰退しつつあることは否定でき’な：い。

　これに対して、もう一つのとらえ方は、たしかに旧来の家父制的な「イエの連合」

体として、伝統的・習俗的な農村社会の基盤をな：してきた「ムラ」は、表面的には

大きく変貌したが、それが個々の農家の社会経済的な行動を規制する機能は、依然

として持続しているというとらえ方である。もっとも、そのような集落機能のあら

われ方は決して一様ではなく、前述のような：稲作改編の主体のよりどころとしての

積極面をもった「ムラ」が生き続けていることを強調する観点と、旧来の「ムラ」

がもっていた：行政的機能が、権力的な行政推進の末端組織としてとり込まれるに至

っている消極面を強く指摘する観点とが、複雑に交錯していることが少なくない。

たとえば、集落を念頭においた貿地域農業”論の中にも、一方では各種の補助金交

付を伴う行政推進の末端に位置する積極的な「受け阻」として集落をとらえている

かと思うと、他方では、すでに解体していたかにみられていた：集落機能によって、

ペナノレティを伴う減反割当てが曲がりなりにも消化されていった近年の傾向に注属

して、善きにつけ、悪しきにつけて「ムラ」は生きていることを駅再発見”する論

者もみられる』

　われわれは、現実の集落にはこのようなさまざまな機能があるという事実をふま

えつつも、そこには多分に「二重構造」的に、モンスーン型稲作の伝統的社会に共

通して認められる「タテ社会」構造の宮津が認められることに注目し、これをいか

にして払拭して、意欲的・創造的な稲作改編主体の拠点として作り変えていくかが、

とくに重要な課頚になっていることを、改編主体の存立基盤の現段階的特質として

強く指摘しておきたい。

　ところで、以上の農村集落についての論点の背後には、土地所有の問題が複雑に

関連している。つまり一面では、個別の農業経営として到底霞卑しえないような零
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細農耕の上での経済的な脆弱性・非独立性が、　「長いものには巻かれろ」式の諦観

をもたらすと同時に、そのことへの見返えりとしての相互扶助的な集落による庇護

が、これと分ちがたく結合して集落機能の総体を形成している。ところがその反面

では、そのような零細規模状態からの脱却を個別的に志向しても、農地の保有や流

動化が細来の集落秩序の在り方に重大な関連をもっているため、さまざまな障害や

摩擦に逢着することが少なくない。多くの「ムラ」の中にはその領域内の農地保有

に対して、今なお、有形・無形の規調作用を及ぼしている事例がみられるのである。

　そして「ムラ」はこのような状況を持続しつつも、高度経済成長の過程にまきこ

まれることによって、農村労働力の農外流出が急激に進み、離農・過疎化・兼業深

化が顕在化するに至った。しかしながら零細農耕からの脱却は一向にはかばかしく

進んでいない。一つには、このように農外に流出していく労働力の就業条件や腱用

条件がきわめて不安定であるた：め、その安全策として農地を資産保有的にとらえる

ことを余儀なくしており、もう一つには、とくに高度経済成長の過程で狂乱的に現

われた農外資本による土地の投機的占有が、上述の資産保有的意識を一層助長した

ため、農地の流動化が著しく阻害され、ひいては農地の農業的収益地価を極端に上

園る高地価水準がもたらされているのである。いきおいこれらの条件にさらされて

いる零細な兼業農家麟では、近年急速に省力技術が進展した稲作が、資産保全の諏

からいっても、自家食糧の確保の面からいっても、中心的な地位を占めることにな

り、これが奇型的な水稲単作への甚だしい傾斜につながっているのである。

　しかも、このような農地流動の困難性の打開の方向として、農地法による手続き

を経なくとも農地の賃貸借を容認する「農用地利用増進事業」が1976年から強

力に進められるようになり、さらに三980年には、その延長線上に、集落協議・

地域合意を螺子にして借地農業を推進させようとする「農用地利用増進法」が制定

されるに至っている。ここでも、従来の集落機能を行政的に利用しようとする危険

な：側面と、地域の農家群の意欲をかきたてる積極的な側面とを混在させた形で、集

落の問題と土地所有の問題との接点が前面に現われていることに注目しなければな

らない。集落の取り組み方如何によっては、強権的な：減反割当てに対する集落機能

の発現と周様に、集落が行政の滲透用具となりはてる危険性があるからである。

　このような状況にもとづいて、われわれは前述の集落の問題ないしはその現段階

的特質を支えている賦土台”の問題として、今日の土地問題をいかにして解決して

いくかという課題に真正面からつき当っていると考える。重ねていえば、農地ぱ歴

史的にいっても、近代的な経営の中心的な生産手段としての位置づけを確立する以
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前から、そこに居住する農民の生活基盤としての位置づけをもっていたわけで、こ

ういつた多元的な局面をはらむ現実の農村集落においては、一面的・一方的な接近

では到底打開しえぬ問題の典型として、土地問題が顯在化していることを銘記しな

ければならない。

　（3）　改編主体の存立基盤再構成の方向と課題

　上述のように、とくに稲作改編の主体と関連づけてとらえられる集落の問題と土

地所有の問題とは、いわば表裏一体の関係にあるが、以下では叙述の便宜上、二つ

の側面にわけて、今後の再構成の方向と課題について述べてみたい。

　まず、稲作改編の主体が拠って立つ存立基盤としての集落の再構成の方向として、

われわれはつぎの諸点に対する細心かつ総合的な配慮が必要であると考える。

　まず第一に、それぞれの集落の立地条件を十分目生かし、真にうるおいのある農

村生活を確立しようとする農業者を中心にして地域住民の結集をはかること。その

ためには住民相互間の経済的な格差を是正することを葭標にして、零細農耕の限界

を打開し、不安定な兼業従事をおこなわなくてもすむような、生産条件や生活条件

を着実に構築することを共通の課題とする地域農民の結集が基本となる。

　第二に、上述のような幅広い共通の課題に結集した農業者を中心とする地域住民

の、民主的な意思決定の機能を確立すること。そのためには、旧来の「タテ社会」

的な集落のしきたりを、大多数の住民が含意しうる自治的機能の発揮の方向へと逐

次的に改善していくと同時に、従来の集落の組織体制が末端の行政的機能ないしは

司法的機能（その発動の具体例としては「村八分」が想起される）に偏っていた傾

向を改め、本来的な集落機能の團復を目指して、集落としての独自性をもった企画

立案の機能（いはば地域性ゆたかな立法機能）や、集落全体を広く見渡した：公正な

自己点検機能を発揮しうる組織体制を新設することが重要である。さらに場合によ

っては、今後の展開方向を検討し先見性にとむ提案をおこなうことを膣的にして活

動する調査・研究グループを組織的に設けることも有効であろう。

　第三に、集落の再構成は決して一朝一夕に達成されるものではないことを銘記し、

地域全体にとっての「後継者」　（10年先、20年先に集落の中心的な担い手とな：る

世代）の教育・鍛練・陶冶に力を注ぐこと。そのた：めには若年層が集落の組織体制

の一環を意欲的に担i当しうる条件を作ると同時に、各自の生産活動や生活改善活動

への積極的な取り組みを支援する体制を設けることが必要である。

　第四に、集落的な農業生産への取り組み、たとえば集落的にとりあげる基幹的作

一122一



目の選定や、その生産のための協業的労働組織の選択如何が、集落の今後の在り方

に対して決定的な作用を及ぼすことに留意し、とくに労働面についていえば、構成

員の性別・年令別の分布状況に配慮した選択をおこなうべきこと。この方向は、今

後10年先、20年先には、まぎれもな：く高峯化社会の到来が予想される一方、農業生

産の中には、多様な労働能力・労働条件の働き手を包容しうる部門が含まれている

という事実とも平鞘って、多面的な水田土地利用の展開方向を模索することとも密

接に関連する課題である。

　第五に、近年、農協主導の下に作目別部会組織や事業部会制が推進されつつある

が、この方向は専門化による能率向上・合理化促進のメリソトが期待される反面で、

集落内の入的交流を作欝別に遮断し、かえって相互理解や栢互儒頼を稀薄化し、極

端な場合には分断支配の用具に転化する可能性さえあるため、むしろ上述の第二点

として指摘した集落的な組織体鰯の内部に包括されるものとして、位置づけなおす

必要がある。ひいては、農協の在り方も集落基軸の鴬農活動の集合体としての性絡

を強めていく必要がある。

　第六に、以上のようにして活澱化する集落的な連帯は、それが集落内に限定され

るかぎりは、稲作改編にとって基本的な重要性をもつ経済構造の転換や農業政策の

転換を実現させる力能を発揮できない。した：がって積極的に他集落・他地域との交

流を求め、相互の理解を通じて、稲作改編を担う農業者ならびにこれを支持する稲

作以外の経営地帯の農業者との連帯を強化すると同時に、稲作改編を通じて良質・

廉価な食糧の安定的供給を実現する方向についての、全県民的な合意を獲得するこ

とが必要である。

　つぎに、このような集落再構成の方向を基本的に支え、同時にその具体化の物質

的な基盤をなしている土地問題の打鯛の方向として、われわれは、つぎの諸点につ

いて真剣に取り組む必要性があることを指摘した：い。

　まず第一に、現実の土地閥題を取り上げるにあたっては、決してそれを一定の土

地をめぐる所有上・利用上の利害の対立状況として現象的・皮相的にとらえること

なく、そのような対立・競争関係をかくも激烈な形で表面化させるに至っている社

会経済的な構造問題の典型的な局面として、共通の基盤の上に的確に位置づけ直し

てとらえるという観点が重要である。つまり今日、一方には兼業農家における資産

保有的土地所有の傾向の深化があり、そして他方には「はてしなき規模拡大」に駆

り立てられて高地価の障壁につきあたり、明確な展望をつかみがねている専業農家

層の混迷が現われているが、この両極は一見、いかにも激しい対立関係に立つかの
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ように考えられるが、いずれも今日の日本農業をめぐる社会経済的な構造問題の異

体的な発現形態にほかならないことを、認識しなければならない。そしてこの観点

を一層透徹させることによってはじめて、土地利用と土地所有をいかに調整するか

といった：従来の現状糊塗的な：問題対応を一掃して、わが圏の稲作農業の画期的な改

編のた：めには、一体いかなる形の「利用と所有の一体的状況」を作るべぎか、その

ためにはいかなる方策が必要であるか、という本来的な課題に取り組むことが可能

になるのであるQ

　さきにわれわれは、稲作改編の主体が存立している基盤としての集落を再構成し

ていく方向として、日本農業の再建を着実に追求することを共通の課題とする地域

農民の結集を提起した：が、実は上述の「利用と所有の一体的状況」は、そのような

農業者を中心とする地域住民の結集の具体的な実現形態にほかならない。換言すれ

ば、このような形で一定の土地をめぐる所有上・利周上の利害対立状態を止揚する

ことなしには、稲作改編主体の存立基盤の再構成を実現することがぎわめて困難に

な：るのである。

　この意味において、農業者を中心とする地域住民の結集の第一歩として、地域内

の土地の所有・利用の在り方や今後の方商づけについて、民主的な意思決定をおこ

ないうる体制を組織することが基本的な課題となる。

　第二に、現実の零細農耕の姪楷を打破するには、現行「農地法」が綱定された当

時に大いに論議されたにもかかわらず、未解決のままに取り残されてきた山林・原

野・牧野の解放と、その集落的な恥部の高度化を通じて、農用地の外延的な拡大の

可能性を最大限に追求することが必要である。さらに「高度経済成長」の過程で「

列島改造」の呼び声の下に数多くの農外資本が取得・兼併した山林・原野・牧野に

ついても、農民的・集落的な土地利用の高度化につながる方向で再編していくこと

が重要である。

　また：、第三に、いわゆる資産保有的な：形で低位な土地利用がおこなわれている土

地についても、そのような：利嗣状態を余儀なくしている諸条件、とりわけ農外就業

条件の不安定性、の解消を集落全体の課題として取り上げていく過程を通じて、土

地利用の拡大に結びつけていくことが重要である。

　第四に、上記の第二、第三の課題に取り組むことによってもたらされる農島地の

外延的拡大を、ただ単なる空聞的拡大にとどめることなく、既存の農用地の一層の

高度利用の体系確立に意図的・組織的に結びつけていくことが課題となる。たと

えば、これらの外延的拡大をバネにして交換分合を進めたり、地域全体の土地改良

一124一



の推進に結びつけたりする方向がそれである。

　第五に、農家間の土地利用面での組織的な連繋、たとえば土地交換とか、交換耕

作、といった形の協力関係の確立も、上述の外延的拡大や土地改良の進展に伴って、

異体化させる条件が一期と成熟していくであろう。このことが稲作改編に伴う輪作

確立の問題とも密接に関連している場合が少なくないとみられるのである。

　第六に、以上の諸点を集落的な合意の下に推進すると同時に、そのようなより高

度の土地利用が経済的にも成立しうる経済的諸条件の整備を政策的に講ずるよう、

積極的に働きかけることも、ここでの緊急かつ重大な諜題である。具体的には主要

農畜産物に対する価格政策の体系的充実、金融制度の拡充、農用地の造成・改良・

整備に対する国費の投入強化などがそれである。

　岡時に土地政策の面についても、現実の高地価状態が早晩、高借地料水準に反映

される帰趨を見越して、より抜本的な対策を講ずるように働きかけることが基本的

な課題となる。この点に関連してわれわれは、現行の農地法の今後の在り方として、

その綱定の当初に高らかに揚げられた自作農主義を、　「耕作・経営・所有の一体的

状況」を目指す基本理念として、今後も堅持していくことが重要であると考える。

つまり、この基本理念を現実的に一層拡充していく方向として、近年とみに顕在化

しつつあるといわれている「利用と所有の分裂状況」を集落全体のまとまりの中で

包みこみ、集落的なレベノレでの利用と所有の一体化を推進しうる条件の実現に取り

組むことを提起したい。いたずらに現行農地法が内包している二つの側面、すなわ

ち一つは上述の虜作農主義、そしてもう一つはこの自作農主義の背後で「鬼子」の

ようにあらわれている農地流動の閉塞＝資産的土地保有・低位利用の現状、を直接

的に対置し、二者択一的な形で今後の展開方向を性急に提起することは、稲作改：編

の担当主体が存立する集落的基盤を、かえって脆弱化することにつながると考える

からである。

　総じて、以上のように集落問題ならびに土地問題を相互に関連づけながら、わが

園の稲作農業改編の主体が存立する基盤の再構成の方向を検討してきたが、ここで

提起した：方向はとりも直さず、さきに提起した稲作「新農法」を創出するた：めの前

提条件の形成であり、本格的な創磁過程の第一歩でもある。この再構成の過程を通

じて、大量の改編主体が陶冶され、真にわが国農業の中軸をなす稲作農業を握うに

ふさわしい、逞しい主体として発展していくことが期待されるのである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（80年5月提出）
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