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［北海道農業経済研究第 7巻第 2号 1998. 9 ] 

［書

酒井惇ー、柳村俊介、伊藤房雄、斎藤和

佐著

『農業の継承と参入』

（全集世界の食料世界の農村 5)

農文協 1998年 259頁

帯広畜産大学淡路和則

本書は、全集「世界の食料世界の農村」（全

27巻）の第 5巻として刊行されたものである。実

は、この全集の出版予定が公表されたときから、

この巻が刊行されるのを心待ちにしていた。とい

うのは、その企画が素晴らしく、とてもアトラク

ティプであったからである。本書は、農業の継承

と参入を取り上げ、担い手の確保と育成という重

要課題にアプローチを挑んだものである。今や担

い手問題が深刻化していることは衆知の事実であ

る。以前なら、労働力問題として全集に一巻が据

えられたであろう。しかし、これまで強固に存続

してきた家族経営が大きく揺らいでいる現在にお

いては、担い手の確保•育成問題に迫るために農

業の継承にメスを入れなければならないのである。

こうした観点から「継承と参入」を扱った著書は、

これまで意外にもなかったのではないだろうか。

しかも、欧米の経験を踏まえて、わが国の農業の

継承を考えようとする壮大な構想である。という

わけで、まずグローバルに継承問題を扱った本書

が全集に位置づけられたことに敬意を表したい。

本書の構成は、以下の通りである。

第 1章「いまなぜ継承と参入を問題にするのか」

評］

（酒井）では、農業の担い手不足が深刻化し、農

地の荒廃が進んでいる現状をとりあげ、これまで

「血と地の結合」によって固く維持されてきた日

本農業が揺らぎ始め、若者が「宿命」として農業

を継ぐ時代ではなくなってきていることを指摘し

ている。そのうえで、若者が農業を職業として

「選択」するようになるには、農業がどう在らね

ばならないのか、そしてそのためには何が必要か、

という問いかけをしている。

第 2章「いま農業の後継ぎはどうなっているか」

（斎藤）では、統計データによって、高齢化の急

速な進行、若年層の農業離れの進行など日本農業

の担い手の現状を地域差を踏まえて整理している。

そして、新規学卒就農者と Uターン就農が93年か

ら増加傾向にあることが「農業白書」等で高く評

価されているが、後継者の補充率という観点から

みると決して高く評価できるものではないとして

いる。

第 3章「継承と参入問題生成の背景」（酒井）

では、わが国農業の継承と参入をめぐる現実的諸

問題をえぐり出している。現在の農家の後継者に

は、農業を「宿命」「特権」として継承する意識

が薄らいできており、所得、余暇を考慮して自ら

の就業を決めるようになってきたことが述べられ

ている。そして、彼らが農業を「選択」するため

には、所得獲得条件、規模拡大条件を整え、ゅと

りをもち福利厚生に恵まれ、まわりに仲間がいる

という環境が備わる必要があると指摘している。

さらに、従来の家と経営の継承が一体化した資産

世襲的経営継承の在り方も崩れ始め、今日的な相
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続の問題が発生してきていることを説いている。

また、新規参入に関しては、「第二の人生として

の就農」や自然志向的な「生き方としての農業」

が多く、「喘業としての農業選択」は多くないの

が現状であり、資金、技術習得、農地取得が参入

の阻害要因となっていることを指摘している。

第4章「大規模経営の継承と参入」（柳村）で

は、農業が継承されない一因が零細性による低所

得にあるならば、経営規模の大きい北海道ではど

うかという視点から、北海道における農業継承問

題を扱っている。北海道では、農業後継者の再生

産のメカニズムが「なんとか」作動しており、経

営主の年齢も若齢化している傾向があることを指

摘している。そして、北海道の規模の大きさは、

二世代就農を可能にするキャパシティーにもなる

が、同時に後継者に技術水準や経営者能力が求め

られ早期の経営継承が要請されることを説いてい

る。また、新規参入を受け入れる先進的な地域的

取り組みと法人の試みの紹介をしている。

第5章「農業経営の継承と参入に関する政策の

展開」（斎藤）では、第二次大戦後から今日に至

るまでの農業の継承と参入に関する政策の展開が

述べられている。憲法、農地法、農業基本法といっ

た大枠からみた家と相続、家族農業経営の位置づ

けを整理し、経営継承に関わる実践的な方策とし

て家族協定農業、教育施設の整備などを取り上げ

ている。そして80年代後半から、農外からの新規

参入を含めた幅広い担い手対策が打ち出されるよ

うになったことが示されている。

第6章「家族経営の継承を支える意識と制度」

（伊藤）では、日本と同じように家族経営が強固

に存続しているフランスとドイツを事例に取り上

げ、その経営継承に関する制度を紹介している。

両国とも農業就業者は激減しているが、男子青年

農業者は比較的確保されており、そのことに関与

している政策的な対応を学ぼうとするものである。

フランスでは、経営の継承と参入の枠組みとして

GAEC、EARLという法人形態が用意されている

こと、また青年農業者自立助成金、青年農業者中

期特別融資が青年農業者の自立を資金調達面で支

援しており、それを受けるためには一定の教育研

修が求められていることが紹介されている。そし

て、こうした自立援助策が、政府の構造政策のも

とに明確に位置づけられて遂行されていることを

示している。ドイツの事例では、北西ドイツ4州

の農場一子相続法が紹介され、農場の分割を防ぐ

だけでなく、経営継承者を早期に確定し社会的に

認知させ、経営継承者に自覚を促す効果があるこ

とを指摘している。

第7章「ゆらぐ一世代農場の伝統と世代継承に

向けた模索」（柳村）で取り上げられている外国

の事例は、アメリカ合衆国である。アメリカ農業

においても家族経営が支配的である。しかし、そ

こでの家族形態は、日本のような直系制家族では

なく夫婦制家族であり、農場も各世代で経営が完

結する一世代農場という特徴をもつ。そして、経

営規模はわが国と比べてはるかに大きく、急速な

規模拡大をとげた。こうした点から、わが国とは

対照的な問題構図を想定し、継承問題に迫ってい

る。アメリカの家族農業経営の特徴としてしばし

ば語られるアグリカルチュラル・ラダーは、変容

を伴いながらも依然として存在していることが指

摘されている。また農地取得に関しては、相続や

贈与による取得割合が比較的高年齢で大規模な層

において高く、小規模層、若年層においては借地

への依存度が高いことが示されている。親子間の

経営継承に対しては、それを円滑に進める手立て

として段階的内容を含む父子協定、それをさらに

精緻化した農場資産計画が用意されていることが

紹介されている。

第8章「わが国の農業の継承と参入の方向」

（酒井）では、欧米の経験を踏まえて、わが国に

おける経営継承と参入についての将来方向を検討

している。経営継承に関しては、契約の考え方を
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採り入れ、身内にも賃金、借料を支払うような形

を整えるべきであり、相続については、たとえ所

有権は分割されても土地の利用権は一体的に継承

できる方法が必要であるとしている。さらに、こ

れまでの「血族内世代間継承」から「地域内世代

間継承」への転換の必要性を示している。頑なに

独力で自分の城を守ろうとして孤立していては、

個々も地域も総崩れとなってしまう。従って、若

い農業者を中軸としつつバランスのとれた年齢構

成で、多様な担い手が相互補完しあい、共生でき

る仕組みを地域で築いていかなければならい。そ

のためも作業受委託、土地利用、さらには所有権

の委譲に関して、地域で協定を締結するというよ

うに、地域レベルでの農業継承の在り方を提起し

ている。また、新規参入に関しては、多様性に対

応した受け入れ体制の必要性を訴え、シェア・ファー

ミングや他人 GAECに見られるような第三者へ

の委譲方式の検討の必要性を述べている。

以上のように、本書は、まずわが国の担い手不

足の現状を分析し、その背景、原因を継承と参入

の問題として整理したうえで、欧米の経験を学び、

それを踏まえて、わが国の農業の継承と参入の在

り方を考える、という構成になっている。正に、

グローバルに考えローカルに実践するという姿勢

が貫かれている。また、本書は 4名の著者によっ

て書かれたものであるが、「相互不干渉」的な論

文の寄せ集めにはなっていない。著者によって重

点の置き方に違いがあるものの、編集の糸が巧み

に通されている。実態分析に関しても、全体を通

じて経営の継承の在り方を常に生産力段階に対応

させて分析しており、さらには規模階層性、地域

性をみることを忘れていない。

この他にも、本書から学び、感心させられた点

は多い。最後に、これからの研究展開を踏まえた

評者なりの欲求とコメントを付して結びとしてお

きたい。

第 1に、経営主の世代交代と事業規模、経営効

率の関係についてのモデルが示されていて腿味深

かったが、これを経営継承プロセスの類型別に整

理するとどうなるであろうか。例えば、農外に就

業していた後継者が親の高齢化によって就農した

場合や親子の共同経営という形を取った場合、さ

らには新規参入者が法人のなかに入ってくる場合

など、経営全体の事業規模や経営効率は異なった

曲線を描くのではないだろうか。また、そのなか

で個々人の農業経営者としての能力の成長曲線を

描くとするとどのようになるであろうか。共通の

分析の枠組みとして詰めて行ってもよいであろう。

第2に、外国の経験に学ぶ場合には、どこの国

をとり上げるかが重要となる。事例国に関して、

新大陸のアメリカについては異論はなくとも、西

欧の事例が何故フランス、ドイツなのかと思われ

る向きも多いのではないだろうか。評者も、目次

を見たときは、オランダ、デンマークの事例を紹

介して欲しいと思ったのであるが、読んでみると、

この 2カ国はさしあたりは妥当な選択だったと思

えるようになった。農業が継承されて行くために

は、国家が農業の方向づけを明確に行い、経営内

においては個人の独立性が尊重され、個々の権利

が保障されなければならない。このことを学ぶた

めには、何代も家族経営が続いてきている両国は

適切な対象であり、しかも法人の有効性や教育と

資格の在り方をみるうえで好都合な対象でもある。

対象国の意義づけに関しても、編集の糸にうなづ

かされたような気がした。さらに国際比較研究へ

と上向展開されることを期待したい。

第 3に、技術習得、経営者能力の問題が各所で

取り上げられているが、必要な能力をどこでどの

ように身につけるかといった点に関して、もう少

し掘り下げて行くべきであろう。部分的な経営委

譲、農場の貸借、共同経営、所有権移転といった

事象は、技術的•経営的能力と関わっているもの

である。アメリカや西欧では、どのような仕組み

-85-



が用意されており、農業者としての自立と経営の

継承にどのようにリンクしているのかは重要な問

題である。

最後に、本書は担い手問題に関して有益な方策

をいくつか述べた後で、農政の展開を期待して結

んでいるが、これには納得がいかなかった。農業

の将来像を示し、必要な施策を講ずるのは重要で

ある。それは本書でもきちんと論じられており異

論はない。だが、米価低迷に悩んだ農業者の嘆き、

心の揺らぎでこの書を結んで欲しくはなかった。

ネガティブな現実を見よということであろうが、

いつまでも現況の中に「動かされるもの」として

揺れている担い手であってよいのであろうか。厳

しい中でも農業の存在価値を社会に知らしめ、農

業の将来ビジョンを自分たちで創っていくような

頼もしい主体が形成されることが重要である。フ

ランスやドイツの誇り高き農業者たちも同様な状

況下で同様なセリフを吐くのであろうか。そう考

えると、このことは色々な意味で「自立」「主体」

という大きな問題につながって行くことに気づか

された。もしかしてこれも巧みな編集の糸（意図）

であろうか。

廣瀬可恒監修

『日本酪農の歩み』

第 1部は「酪農史概説」であり、 2つの章から

構成され、戦前から戦後の酪農の歩みを概説して

いる。第 1部は、牛乳・乳製品の飲食の歴史から

始まり、食文化にたいする意識調査（平成9年度）

結果の評価で終わる。需要面の動向を注意深く取

り上げている点が興味深い。「明治・大正の畜産

はもっぱら家畜増殖奨励偏重であったが、大正末

頃から畜産経営•経済の面に眼が向けられ始め、

昭和元年 (1926)頃から畜産物の流通施策が重視

された。…注目すべきは『農村牛乳』の推進が流

通施策の目玉として進められた」とあり、この過

程で生乳生産は都市から農村へと拡大している

I C第 1章「前史および戦前の酪農」）。戦後におい

ては経済発展に伴って食生活の「洋風化」が全国

本書は32名の研究者、関係団体職員、教育者に 規模で一層進展し、「有畜農家創設特別措置法」

よって執筆され、社会科学・自然科学の両分野か （昭和28年）、「酪農振興法」（昭和29年）、「不足払

酪農学園大学工クステンションセンター

1998年 326頁

北海道大学大学院菅沼弘生

ら日本酪農の歩みを立体的に明らかにしたもので

ある。

わが国の酪農は「若者にとって魅力ある産業で

はな」くなり、大きな転換期を迎えようとしてい

る。さらに現在の日本酪農は食糧の国際化、 WT

0体制、環境問題など大きな問題に直面している

が、…先人の「哲学」と「夢」に学び、困難を克

服してきた「勇気」と「実行力」に敬意を払うこ

とにより、新たな精神的バックボーンとエネルギー

を獲得することこそ「若者に魅力ある酪農」の再

構築につながるものと確信する（「監修の言葉」）。

以上のような問題意識のもと、目次構成は以下

のようである。全体は 6部からなり、第 1部と第

2部は全体動向と地域動向についての酪農の歴史

であり、第 3部から第 5部は「酪農技術の推移」、

「経営・環境および諸制度」、「農村社会と酪農生

活」であり、技術、経営、教育といったテーマ別

の整理である。第6部は資料編である。

II 
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