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大規模稲作農家の展開過程に関する研究

一北海道空知地域を対象として一

仙北谷 康

隻．　問題意識と本論文の課題

2．　稲作農家の階層構成と規模拡大過程

3．　大規模稲作経営の生産過程

4．　総括

丑．　問題意識と本論文の課題

　　1）　問題意識

　北海遵稲作地帯における近年の農家の階層構成は．従来は少数派的存在でしがな

かった大規模経営がかなりの数に上っているという点で特徴的な様相を呈している。

この状況は以下の二点において労しい段階に達したというべきであろう。

　一つは規模と労働力の比率に関してであって、これら経営群は大騒の雇用労働力
　　　　　　　　1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2）
に依存する「富農」ではないし、ましてや「『家父長鰯的』労働力把握体制」下に

おける大家族大面積経営でもない。これら経営群のはどのような稲作栽培技術を基

盤にしてこれほどの大面積経営を可能としているのであろうか。

　二点！ヨはこれら経営群が一定の層をなして存在しているという点である。これは

大爾積経営における技術構造が一部の篤農家や精農家といわれていた農家の特殊技

術ではなくて、経営条件いかんによっては、より多くの経営層が取得可能な技術な

のではないかということである。

　ところがこのような新しい状況がみられたにもかかわらず、これら大規模経営に

関する調査研究は、事例的な調査研究を除けばほとんどなされていないといってよ

い。これら経営群はいかにして大爾積経営を可能にしているのであろうか。

　2）　従来の研究と本論文の課題

従来の上層農家をめぐる研究は．以下の点において問題があったと思われる。

まず第一は素材の問題である。その後の借地型大規模経営なり農企業なりしての
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経営展開を期待するには余りに規模が矯小な対象であったのではないかということ

である。

　第二は分析視角の問題であり、経営の変質、発展を姐上にする議論でありながら

も、個別経営を対象とした動態的分析がなされなかったということである。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3）
　他方近年これとは別に．家族経営の限界を強調する議論が進められているが．「ワ

ンマンオペレータ体制」においても経営主体として展開しているといえる経営が一

定数存在する以上、このような判断は性急に過ぎるといえよう。

　そこで以下では．個別大規模経営が一定の拡がりをもって展開している北海道稲

作地帯を対象として、大規模経営の経営展開と稲作技術の段階的発展との関連の解

明を課題とする研究を行う。戦後の稲作技術は、いくつかの段階画期を経て展開し

てきたが、それらいくつかの段階にわたる期間を分析対象として、その中で個別経

営がどの様にして新しい技術段階の担い手となっていったのか、という点の検討で

ある。つまりそれは大町積経営を支える技術の平等過程の分析であり、規模拡大の

ための必要条件の検討である。

　　3）　分析手法と研究対象の設定

　以上の課題を閉らかにするためには、異なる稲作技術段階にまたがる偶別経営の

展開プロセスを素材とする動態分析が必要である。研究の対象とした経営について

は、大規模経営であることが前提であるが、そのために北海道における稲作中核地

域といわれる空知地域の各市町村、農協、普及所に紹介を依頼して、次の2点につ

いてマークされる経営をとりあげた。

　①水田（地上）の経営耕地面積が15磁を越える経営

　②経営の展開に企業的性格がみられる経営

　その結果各機関から紹介された農家戸数（一戸一法人を含む）はおよそ150戸で

ある。分析にはその中から、地域的偏りがないことを考慮し、37戸（空知南部地

域ユ5戸、事例では「S一　」でしめす。空知中部地域13戸、同「M一　」。空

知北部地域9戸、同「N一　」）のデータを便用した。

乞．　稲作農家の階層構成と規模拡大過程

　1）　空知地域稲作農家の階層構成

空知地域は、石狩川流域に広がる比較的平担な地域であり、上川と並んで北海道
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の稲作の中核地域といわれてきた。

　まず空知地域の水稲農家の階層構成の推移を検討する。水田規模15擁以上の農

家の数が急激に増加した灯台として、昭和45年から50年までをあげることがで

きる。その後若干大規模農家数の減少傾向がみられるが、これは水稲作付「農家」

に限ったものであるため、特に大規模農家層で多いと思われる法人経営への移行を

把握していないからであろう。

　昭和59年時点において地目上の水田を15£α以上経営する農家は、およそ200

戸存在していた。しかし実態調査を通じて朋らかになったことであるが、調査農家

の中には昭和60年度以降15磁以上の規模になった農家がかなりの数に上った。

これはおそらく調査農家の特殊性ではないと考えられる。

　そこで近年の大規模層の動向を的確に知るためにも実態調査の結果の検討が必要

になるのである。

　　2）　規模拡大の諸画期
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4）
　一定稲作技術段階下における規模拡大はその技術のセットで増えていくか、技術

でカバーできない面は土地利爾を粗放化さぜていくしかない。そこで、経営耕地面

積の拡大と共に、農業従事者数の増減を捲標にして個別経営の展開を検討する。図

2－1は全調査農家の、昭和40年以降の水田面積及び自家農業従事者数の平均値

を示したもので、図中には昭和の年次で表している。これによると経営耕地面積及

び農業従事者数の変化にかなりはっきりとした転換点が認められる。よってこの図

をもとに画期の設定を試みる。

　第一は昭和45年以前で、全体としてはさほど規模拡大は起こらなかったが、そ

の反衝農業従事者数はかなり増加していた。一方機械化段階に着目すると、田植、

稲刈りは依然として手作業が主であったので、　「手植え一手刈り段階」と呼ぶこと

が可能であろう。

　第二は昭和45年から50年までで、規模と農業従事老数が並増していたことが

わかる。この時期は稚苗用の「小型田植機段階」として特徴付けることができるで

あろう。

　第三は昭和50年代で、一定方向性は見いだし得ず、懸しい段階への「過渡的段

階」ということにする。

　第四は昭和60年代で、再び規模拡大が激しく進行するが、農業従事者は逆に減

少している。これは先の「小型田植機段階」とは異なる技術段階に達したとみるべ
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図2一エ　労働力と面積規摸の展開
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　注　1）聞き取り調査から。

　　　2）：金調査農家の平均値である。

　　　3）表中の数値は昭瀦の年次である。

3．0

きであろう。この時期の稲作機械化段階を特徴付けるならば田植機の成苗ポット化

と刈り取り作業のバラ収穫化が特に注思され．　「大型田植機一バラ収穫段階」とよ

ぶことができよう。

羅．　大規模稲作経営の生慶過程

1）　「手植え一手測り段階」における生産過程

　　（1）　田植の労働過程について

　表3－iによると昭和45年疇点においては．田植作業を機械化していた経営は

6戸であるが、全薗積で機械移植を実施していた経営はほとんどいなかった。そこ

で昭和45年以前の大規模経営の手作業による田植の労働過程を検討し、臨時雇い

労働力に頼らざるを得なかった状況を明らかにする。

　この当時の田植作業は手聞替えもしくは出面に頼るのが一般的であった。この出

面は「組」・に所属していてそこの中の数人が一つの単位として「班」を作り、これ

が一定戸数の農家を受け持って、順番にそれら農家を回りながら田植をすすめてい
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表3－1　「小型田植機段階」における機械装備状況

　　繕うん機，トラクタ（台，戸）

馬力（ps）別台数 所有倉数牙弓農…家数

年次 ～2　0　　　　2　ま　～　5　0　　　　5　0　～ 1　　　2　　　3～

45

T0

4　　　　　23　　　　　8

Q　　　　　22　　　　27

26　　　3

､7　　　9

／5

田樹幾械（戸）

手植え マット，枠 成苗 その他

2，縫条 6，8条 ポット

年次 歩行型 乗用型

45

T0

22

@3

　8

Q1 4 1

収穣機械（戸）

手メ駒 刈り 自脱型コンノ餌ン 普通型

年次

　倒し

m曙ンダ

ふくろ　　グレン

@取り　　タンク

コンノ蕨ン

45

T0

6 ユ4

@2

　8　　　　　王

､9　　　　　1

310

注　 玉）聞き取り調査から。

　　2）トラクタ以外は表の右の項昌で数えた。

た。一方当時の大規模農家は、地域において規模的な面では突出した存在であった。

出面にしてみれば、そのような農家は円滑なローテーシ3ンの妨げになる存在であ

る。また手間替えという点からは、それが金銭の取引をともなわないため、異なる

規模間での労働力のやり取りは常に一方からの出超と他方の入超を結果することに

なり、このようなかたちでの対等、平等な手間替えはなされないとみて良いと思わ

れる。

　ここで注穏すべきことは

④経営耕地面積が大になるにしたがって手閥替えができない分。雇胴労賃総額は

　　逓増的にふえる。

②そのため経済観念において、大面積経営ほど錬磨される機会が多かったであろ
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　　う。

③大規模経営ほど雇弔賃金の上昇の影響で経営悪化を引き起こしやすかったであ

　ろうζ・ということである。

　　（2）収穫、乾燥の労働過程について

　手刈り段階における収穫作業については、刈取はデメンに作業委託し、自家労働

力は測りとられた稲を集める作業から乾燥作業までというような対応の農家が多か

った。

　乾燥機が導入される以前は、自然乾燥に頼らざるを得なかったのだが、規模の拡

大と脱穀機、乾燥機（当時はほとんど静置式）の導入とともに、ハサ掛け段階→タ

コ干し段階→生脱二段階（静置式）と変化を遂げた。調査農家においても例外では

ない。これらによって著しく、作業の省力化、乾燥労働時間の短縮化が実現された。

　　2）　「小型田植機段階」における生産過程

　当時の稲作機械化によって大規模経営の労働過程は、どのような変化をとげたで

あろうか、この点を田植作業、収穫、乾燥作業について分析する。

　　（1）　鐙植の労働過程について

　農村臨時雇賃金は、昭和45年以降に上昇傾向をつよめる。しかしここで注意す

べきことは、各月の賃金が一様に上昇するのではなく、特に田植時期の賃金の上昇

率が高いということである。またこの時期以降、相次ぐ炭坑の閉山や、臨時雇労働

力の給源であった、非農家主婦層の他産業への就業が進むにつれてその給源自体も

枯渇していった。かくて田植作業のための臨時労働力確保が困難になるとともに、

大規模経営はその賃金圧に苦しむことになる。

　当時の大規模経営の田植の労働過程を分析して明らかなことは、当時の「小型」

田植機によって田植を行う大規模経営は、比較的労働力が豊：富な経営もしくは、労

働力が確保可能な経営は、その「小型」田植機をセットで利用し大面積を処理して

いたということである。一方数的には労働力の確保ができない経営が圧倒的である

が、この場合は生産調整を利用して「捨てづ・くり」的対応によってこの時期を乗り

切ろうとする、その後後継者の就農等によって、　「小型」田植機を利用する分の労

働力が確保できるようになった時点で水稲栽培を再開し、労力的に対処できない分

の面積は、生産調整を「調整i」的に、つまり土地利用の緩衝部門的に便う対応をし
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ていたということである。いずれの場舎においてもまだ大面積経営にふさわしい田

植の労働過程には改変されておらず、同程度の田植機を用いた中小規模の稲作経営

とほぼ共通の段階にあったと思われる。

　このような対応をとった理由としては、まず技術的には先にも述べたように当時

の田植機の能力の問題で、大規模層が要求する性能を持っていなかったということ

である。その作業能率を計測した研究によると、圃場作業能率は4条植えで1揖当

り王0下間作業したとすれば約80a、2条植えで同じく約50aとされている。

一方空知地域における田植奇聞は当時の苗が稚苗であった事を考慮すると、5月下

旬の1週間ほどの編しかないとみるのが妥当だといえよう。以上検討した結果、2、

4条植え田植機の作業能力は最大で80a×1週間、およそ5～6伽が妥当なとこ

ろであろう。

　もう一つの理由はいうならば経済的要國である。全面転作など土地利用の粗放化

によってこの時期を乗り切ろうとした経営は、減反が始まる前までは大攣の臨時雇

胴労働力のための労賃支払いによって経済的負担に敏感になっていたと思われる経

営群である。それは同時に年々高騰する支払い労賃の圧力に苦しんでいた経営群で

もある。このような側面が、　「無理をして高い労賃を払ってデメンに田植をさせる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5）
よりは休耕して転作奨励金をもらった方がよっぽど有利だ。」という判断をはたら

かせたと思われる。

　　（2）収穫、乾燥調整の労働過程について

　再び表3－1によって収穫機械の装備状況を検討すると、昭和45年から50年

にかけて、ほとんどの経営は麹脱型コンバインおよび一部普通型コンバインを導入

する。これによってかなり作業能力は向上した。

　収穫乾燥作業の機械化による省力化の程度を表3－2をてがかりに検討する。こ

れによると自脱型コンバインを使用した場合の省力化は顕著で、下刈りの場合（1）の

約3分の1、バインダを用いた場合（2）の約半分である。しかしながら注意を要する

のは、刈り取りから調整まで各作業が均一に省力化されるのではなく、かなり不均

一であるということである。そのため例えば、刈り取りから脱穀までのが能力が4

倍になったから単純に4倍の面積を刈り取ったとすると、急速に籾乾燥作業がネッ

クとして顕在化し、手刈り段階の2倍以上の労働時間が必要とされ、かえって乾燥

作業の労働が強化されるといった場合さえ引き起こしかねない、ということである。

　実際には田植作業に規定された面積しか水稲が作付されていないため、秋作業が
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表3－2　稲作収穫乾燥調整作業の体系捌所要労働力

（10aあたり、単位　分）

　ω
闃?り、

n干しに
ｨ積みに
ｽ型乾燥
@を併用
ｷる体系

　（2）バインダーを用い

驕i1＞

ﾌ体系

　（3）バインダーを用い

ｶ脱穀で
ｽて型乾
㈲@を用
｢る体系

　（4｝

ｩ脱型コ
塔oイン
ﾆ循環型
｣燥機を
pいる体
n

刈取（囲い）

?り結束
@械操縦
﨟@反　転
闃?分脱穀
rわら処理
x息、移動
@（小計）

825

Q80
?１05

46

X8
､98

W2
R24

46

X8

S1

､85

稲干し運搬

運　　　搬

ﾉお積み
ﾉおかえし
墲迴oし

@（小計）

412
R19
Q97

@67
､090

　67
奄盾X0

粥i・・2297i　　E　　　　　　67　　　　　479

66

P38

V1

Q尊0

X2

P38

V45

脱穀

脱　　　穀

ﾚ　　　動

x　　　息
@（小計）

320
T3

､60
T33

320
T3

P60
T33

　　384
@　　53
@　　16GE　　　597

籾乾燥

張り込み
?れ替え
謔闖oし
ｲ節監視
@（小計）

3G

S0

W0
P50

30

S0
W0

､50

26

R9
R9

ﾊ20
Q2弓

22

R4

|0
X6

調整出荷

籾摺着装
@荷検査
@（小計）

213
W4

Q97

2ユ3

W4

Q97

213
W4

Q97

213
W弓

Q97

合　計　（分） 3175 239喚 ユ792 王138
髭　　　　率 ioO。0 75．4 56．5 35．8

注王）富山県下での作業調査をもとにして試算決定した値
　　2）作成の根拠拡清清水浩〔穀類共構乾燥施設設置利馬六十てびき
　　　　（第1部）未定稿〕1969，8．27全購連農業機械化委員会に：示す。
　　3）地干し、にお積みではなく、はざ干しの場合は省略したが、ほぼ
　　　　同じ。
出所：溝水浩〔稲作における踊躍乾燥技術と経営週鏡割〕

　　　農業および園芸、第45巻第1号、ig70
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ネックとして顕在化することはなかったと考えられるが、規模拡大を図るためには

春作業の限界を打開するとともに、その薩後に控えている秋作業の限界をも考慮し

なければならなかった。

　以上検討した結果、当時の大規模稲作経営の労働過程は．中規模経営技術プラス

土地利層の「調i整」部門型か、その中規模経営の複数セットによる大面積経営型か

に過ぎない顔が強かった。そのため比較的労働力が多いという点に関しては、農家

のライフサイクル上の過渡的な局面に過ぎず、農地のかなりの部分を「調整」的土

地利用に向けざるをえなかった経営とあわせて考えても、大面積経営であるがゆえ

の技術的メリットは、この魚期ほとんどなかったと考えられる。

　　3）　「大型田植機一バラ収穫段階」における生産過程

　表3－3によって忌この蒔期の大規模稲作経営の機械装備状況を検討する。

　まずトラクタは昭和40年代後半から進んだ複数所有化がさらに進む。トラクタ

の中心は50ps以上であるが70psクラスのものが主流を占めている。これは転作

のプラウ耕との関係がつよい。しかしながら50ps以下のトラクタも代掻や転作の

管理作業罵に手放せない状況である。

　田植機械は、複数台所有の場合は「その他」を除いて表の右側の機械で数えてい

る。昭和60年時点では6、8条乗用型が主流であるが、昭和63年ではモード層

は成苗ポット（6、8条植え）になっている。

　収穫機械は、昭和45、50年においては1台しかみられなかったグレンタンク

付自脱コンバインが主流になっている。このコンバインは普通型コンバイン同様、

籾をグレンタンクにつめて、トラックで圃場から運び出すものであり、そのためか

なり省力化が実現されている。

　以上表によって機械装備状況を概観した。　「小型田植機段階」においては田植機

の性能が規模拡大の限界としてたちあらわれており、一方、収穫乾燥作業も特に籾

の運搬、乾燥機への張り込みが限界になりつつあった。これら二つの制約因子を「大

型」田植機、バラ収穫機によって軽減させたという意味で、この時期を「大型田植

機一バラ収穫段階」とよぶ。以下、特にこの2点に注堅しつつ規模拡大を可能にし

た稲作技術の内実を検討する。

（1）育苗、田植作業の変化

「小型田植機段階」における規模拡大の制約要閣は、闘植機の移植能力によると

　　　　　　　　　　　　　　　　　一37一



表3－3　「大型田植機一バラ収穫段：階」における機械装備状況

　　耕うん機，トラクタ（台，戸）

馬力（Ps）別台数 所有台数鋼農家数

年次 ～2　0　　　　2　1　～　5　0　　　　5　0　～ 1　　　　　2 3～

55
U0

1　　　　　28　　　　39

P　　　　　32　　　　5ユ

7　　　　14

Q　　　　1王

10

?８

田植機械（戸）

手植え マット，枠 成苗 その他

2，4条 6，8条 ポット

年次 歩行型 乗属型

55

U0

4 94 ユ5

､7

　ユ

P1

ユ1

晶晶機械（戸）

手刈り 刈り 自脱型コン餌ン 普通型

年次

　倒し

oインダ

ふくろ　　グレン

謔閨@　タンク

コンバイン

55

U0
13　　　　　8

@7　　　　王6

10

@9

注　　1）聞き取り調i査から。

　　2）トラクタ以外は表の右側の項糧で数えた。

ころが大きいと考えられるがこれを克服するには、

　①　移植能力、要するに単位学閥当り植え付け能力を向上させる

　②田植適期を延長させる
　　　　　　　　　　　　　　　　　6）
　これらが実現されなければならない。実際にどのようにして糊約要因を軽減した

のか、調査結果を検討する。その場合、田植技術はとくに気候条件に左右されると

ころがおおきいので、地域ごとに南空知地域と．中、北空知地域に分けて検討する。

　　①南空知地域の育苗、蟹植様式

南空知地域は春から初夏にかけて「ヤマセ」とよばれる偏東風におそわれ、それ
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が特に稲の初期生育に悪影響を及ぼし、ひいては単収の落込みをひきおこした。育

苗様式の改変は、この「ヤマセ」の克服をも同時に考慮しなければならなかった。

　そこで登場したのが成苗ポット苗である。成苗に関しては地域によって虚心に違

いがあり、南空知地域では約45葉、育苗期間は約45日關であるものを成苗とし

ているようである。現在成苗ポット移植用の田植機はほとんどが6条型で、これに

よって移植可能な面積は1臼当りほぼ2£αほどである。田植期間をほぼ1週間ほど

であるとすれば、単純に計算しても14釦の作業が可能である。実際は成苗の移植

適期は稚苗などに比べて長くなっている。また成苗ポソトは活着性も優れており、

田植後の補語労働の排除にも成功しているし、岡時に除草剤散布の省力化をも引き

起こしている。

　このようにして田植作業の制約因子の軽減に成功したのだが、これはさきの制約

克服の2つの方向の第1、つまり作業能力を向上させる方向での拡大であるといえ

る。

　　　②中、北空知地域の育苗、田植様式

　つぎに中、北空知の場合をみてみよう。中、北空知は南空知に比べると「ヤマセ」

の心配がほとんどない。このような比較的恵まれた気候条件の中では育苗様式の選

択幅が広くなる。例として中空知地域における各経営の育苗様式を表3－4によっ

て検討すると、多くの経営が複数の様式で育苗していること、また同時に規模の大

きい経営ほどその傾向が強いということがわかる。

　例としてM－1経営の育苗様式を簡略的に図3－1に示した。この経営の水田経

営面積は29磁、うち水稲付面積は昭和63年度実績で15，5融である。この経営は

稚、中、成の3種類の苗をマットとポットの2種類の方法で育苗し、それによって

播種、移植時期をずらし、作業適期を広げることに成功している。これには当然田

植機の作業性能の向上という要因も貢献しているが、主要因はさきに述べた拡大方

向の第2、つまり作業適期を広げる方向での拡大方法であるといえよう。

　　（2）　収穫、乾燥作業の変化

　ここでは収穫乾燥作業の変化がどのように省力化をもたらしているかという点を

面心に検討する。

　先の表4－1か日取穫作業に関して、ほとんどの経営がグレンタンク付自脱型コ

ンバインか普通型コンバインを用いて、バラで収穫をしていることが明かになった。
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表3－4　中空知地域調査農家の育苗様式

農家

ﾔ号
稚　苗 中　苗 成　苗 その他

M一ユ マット マント マット、ポソト

M－2 マット

M－3 型枠 ポット

M－4 ポソト

M－5 マット ポソト 直播

M－6 マット マット マット

M－7 マット

M－8 ポット

M－9 マット

M－10 マヅト

M－i1 マット

M－12 マット

M－13 ポット ポソト

注　1）〔］は側条施箆器具付田植機であることを示す。

　　2）聞き取り調査から。

図3－1　M－i農家の育繭、田植様式

膏苗様式 播種および本田移植の臼程 水稲品質

ポット　成苗 4／　玉　9播種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6／i～6／5移植 ゆきひかり

艪ｫひかりマット、稚苗 　　5／3播種　　　　　　5／24移植
S　／28播種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5　／2　6．7移植中苗 毛鯉綿

　　　成苗　　　　　　護／23播種　　　　　　　　　　　　　　　／29，3移植

､）昭和63年の作業醗程である。

ゆきひかり　　125

2）聞き取り調査から。

3）　「ゆきひかり王25」は調査蒔点では「高峰125号」であった：。

聞き取り調査では、これらを網いて一日当りおよそL5融くらいずつ刈り取ってい

る。ホッパー型自脱コンバインにおいては．3入の労働力が必要であったが．バラ

蚊穫機においては、コンバインのオペレータが1人、籾運搬兼乾燥機への張り込み

がユ人の計2人でできる。運搬、張り込みにしても、タンクからダンプへはグレン

エレベータで吐き出され、その籾を乾燥機までダンプで運び．ダンプの荷台を持ち

上げて乾燥機に流し込むので労働強度という点ではかなり軽減されたとみて良い。
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　　4）　生産過程の変化と労働力の増減

　ここでは農業従事者数の増減について若干考察する。

　昭和45年以前において特徴的なことは、経営耕地面積の変化がほとんどみられ

ないが、農業従事者が増加していくということであった。しかしこれは年雇労働者

の減少と対応するものとみてよい。この時期の家族農業従事者数と年齢労働者の関

係をみると年雇労働者の減少ほど急激には家族農業従事者は増加はしていないが、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7）
これは一度リタイアした高齢者の農業への再従事と同蒔に、年雇から臨時羅へ雇用

形態を変更したためであると思われる。当蒋の農業臨時羅賃金の変化をみると、昭

和40年から45年までは実質的にはほとんど変化がない。つまり臨時雇労働力に

依存する限りにおいてはこの時期はまだ賃金狂に苦しむことはなかったといえよう。

よって、昭和45年以前は、農業従事者数はほとんど変化がないとみてよい。

　年雇労働者は昭和45年まで、つまり「小型田植機段階」以前でほとんどいなく

なる。しかしながら農業従事者数はその後も増加を続ける。　「小型田植機段階」に

おける生産過程で述べたように．この時期の農業労働力の増加は、水稲作付面積の

馬丁及び、単純休耕をやめ．水稲作付を開始することを意味していた。一方「過渡

的即興」においては農業従事者数は増減を繰り返し、一定方向性はみられないが、

「大型田植機一バラ収穫段階」つまり昭和60年以降において、傾向的に農業従事

階数は減少するという、新たな局面を迎える。

　以上の変化は模式的に表3－5のように考えることが可能であろう。

　この表によると（2）から（3）への作付面積拡大においては必要とされる勢働時間も比

例的に増加し、また1臼当り労働時間が岡じであれば、必要とされる労働力も比例

的に増回しなければならない。一方、水稲を作付するには最低2人の労働力が必要

表3－5　水稲作付面積規模拡大と農業従事者数の減少に関する模式表

舗耕地霧薦編篠山忍量鵜隔輪露晶当り 必要
労働力

ω、o砺

（2）ω

㈲15
（4）20

（5）20

一人時間

200
3GG

20G

300

一臼間

10

1e

10

15

一蒔間

20

30

20

20

10

10

玉G

10

蒋間／入 1．5人

2

3

2

2
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だとすれば、（1）のように1．5人しか労働力を確保できない経営は、昭和45年以降

転作を利用して、単純休耕することになる。その後、後継者の就農などによって、労

働力が確保可能になった段階で、水稲作付を再開する。これは、（1）から②への展開

と捉えることが可能である。　「小型田植機段階」における展開は、以上2つの展開

があったと考えることができる。

　しかしながら規模は拡大しても必要とされる労働時間が比例的に変化しなければ

異なる結果になる。（3）から（4）への変化がそれで、この場合は必要とされる労働時間

が減少している。これによって作業適期、1日当り労働時間は一定でも必：要労働力

の減少に成功している。これは先の分析によると「大型田植機一バラ奴穫段階」に

おける南空知の田植の労働過程の変化であるといえる。同様に作業適期が延長され

れば必要とされるのべ労働蒔問は不変でも労働力の減少は可能で、その例が（3）から

（5）への変化である。これは同様に「大型田植機一バラ収穫段階」における中、北爆

一型の田植の労働過程の変化であるといえる。

墨．　総 括

　以上検討してきた結果、以下のことが明らかになった。

　昭和45年以前の農業従事者の増加は、年雇労働力の減少と関連したものであっ

たため、規模拡大には結び付かなかったが、昭和45年から50年にかけては水稲

作付面積に拡大に寄与した。しかしながらこれは生産過程に即して述べるならば、

大規模経営といえどもそれ以下の経営と変わりなく、従って作付面積の規模拡大は

労働力の増加を必要としていた。昭和50年以降、新たな機械化段階を迎えるとと

もに、規模拡大と農業従事者の減少が同時に進行するようになった。これは技術的

に新しい段階を迎えたからであった。

　これを北海道の稲作農家であるからということはたやすいが、しかしこのような

家族経営の展開がみられる以上、家族経営の発展は限界に達したと結論付けること

はできない。個々の経営をとりまく状況を、いかに家族経営の展開の即した状況に

整備していくかということが問題になるであろう。
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注

1）吉田六順「生産力の階層構成」農林省農林経済局農政課『北海道農業生産力

　　研究蕪（1988年）第1部第3章

2）梶井功『農業生産力の展開構造』（1961年）第3章

3）たとえば倉本器征『水田経営の発展条件』（1988年）序章

4）伊藤喜雄』現代日本農民層分解の研究』（1973年）第且部第2章

5）七戸長生，大沼盛男，吉照英雄『日本のフロンティアのゆくえ』（圭985年）

　　第2章

6）このほかに機械作業に適するよう圃場を整備しなければならないが、詳しく

　　は、修士論文を参照のこと

7）七戸長生「選択的拡大への農民的解答」　「米作薪しい波，臼本農業年報X賑

（付記）

拙文は修士論文の要約である。
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