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「発展の法則」と日本農業

犬　塚　昭　治

 1　農地改革の難点 

 （1）農地改革の内容 
 　1945 年 8 月 15 日，第 2次世界大戦を敗北を
もって終えた日本は同年 10 月 12 日占領軍司令
官マッカーサーより幣原首相に与えられた日本
民主化に関する覚書「日本産業機構の民主主義
化」によって農地改革を実施することになった。
「日本産業機構の民主主義化」が農村に向けら
れたのは，連合国が日本社会の民主化を考える
ばあいに日本の農村こそがもっとも封建的であ
ると考えていたことによる。だがそれにもかか
わらず農地改革案が議会に上程されたとき反対
が強かった。もともと日本の資本主義社会は有
力資本主義諸国のなかでも最も貧しい部類の労
働者階級によって維持されていたのであるが，
多くの農民はその賃銀労働者層にも容易に入り
えないで，より貧しい小作農民として暮らして
いたのであり，自作農民も自作地地代部分が追
加収入として得られるにしても生活水準そのも
のはこの貧しい小作農民によって規定されてい
たのであるから，貧しさには変わりない。もっ
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とも地主といっても西欧資本主義諸国の地主と
は異なって大半は小規模の地主であって，それ
ゆえにこそ階級間経済格差よりも階級間意識格
差の方がことさらに大きくなったといっていい
ように思われる。事実，政府は当初容易にこの
農地改革問題をとりあげようとはしなかったの
であって，マッカーサーの同年 11 月 12 日のい
わば催促声明によって 11 月 22 日に閣議決定が
なされ，議会にかけられて，12 月 28 日に通過
成立した。これが第一次農地改革（正式名称は
「農地調整法改正法律」）である。 
 　その内容はこうである。「①不在地主の所有
する小作地及び在村地主の所有する全国平均五
町歩を超える小作地は，五年間の予定で小作人
の希望により開放する。その面積は二百六十万
町歩の小作地の中約百万町歩に達する。更にこ
の外五十万町歩は地主からできるだけ勧誘し
て，自作農創設のため土地を提供させる。②物
納小作料を金納化する。換算の基準は，米は一
石七十五円，大麦は一石二十四円三十銭等であ
る。③小作地の取上は，要件を厳重に制限する
ばかりでなく，市町村農地委員会の承諾がな
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ければ罰せられる。④農地改革の推進機関と
して，広汎な権能を市町村農地委員会に持た
せる。その委員は地主，自作，小作の各階層か
ら五人宛選挙する外，地方長官は中立委員三人
を任命する。」 （1） というものであって，要するに
自作農の創設と，小作料の金納化とその統制，
耕作権の確立と推進機関としての農地委員会の
改組，民主化である。だが，この第一次農地改
革には大内力が指摘している （2） ように，地主に
5町歩の保有地を認めたために開放面積が小作
地の 4割程度にとどまったこと，小作人の希望
するばあいにのみ開放がおこなわれる建前であ
るために，地主が小作人を説得して開放を希望
しないようにさせるケースが少なくなかったこ
と，小作人が希望すれば小作料物納が可能だっ
たため，悪用されて物納がかなりおこなわれた
こと，耕作権確立のための法的措置が強固でな
かったため，事実上土地取上げが広汎におこな
われたこと，などの欠陥をもっていた。 
 　さらにマッカーサー司令部も対日理事会もこ
の改革の不徹底さには不満であった。1946 年
5 月には対日理事会においてイギリス案を骨子
とする勧告案がつくられた。こうした対外的事
情に拍車をかけられた政府は第二次農地改革の
立案をすすめ，同年 9月には農地調整法中改正
法律案ならびに自作農創設特別措置法が国会
に提出され，10 月には通過成立した。これが
第二次農地改革であるが，「この改革案は司令
部によって『日本が経済的に安定し，政治的に
は，民主主義的な社会を創造する途上にある日
本が，これまでに到達した最重要な里程標の一
つであり』，『現存の弊害を芟除するために遥か

に深く根底を衝いている』として承認されると
ころとなった」 （3） 。第二次農地改革の内容は次
の如くである。「①土地の売買は自由な話合に
任せず，地主の土地所有を制限する意味で，た
とへ小作人が希望しなくても，地主から国が買
収する。②買収すべき農地は，不耕作地主の小
作地全部と在村地主の持ってゐる小作地で，北
海道では四町歩，北海道以外では平均一町歩を
超える部分とした。在村地主が更に自作地を相
当持ってゐる場合は，一町歩以下の小作地でも
買収する。これによって小作地の八割，ニ百萬
町歩がニヶ年間に開放される予定である。関係
する地主は約百萬戸，小作人は自小作農を含め
て約四百萬戸と数へられる。或る意味において
は正に社会変革であると云ってよい。③農地の
価格は，農産物価格並びに一般物価の値上りに
も拘らずこれを据ゑ置く。④国が小作人に売渡
す場合は，小作人の資産状態によって長期の年
賦支払を認め，将来農産物が極度に値下りした
場合は，年賦支払金を減免したり延期したりす
る。⑤買収及び売渡の計画は，地主，自作，小
作の各階層別公選の委員によって組織される市
町村農地委員会が自主的に作成，都道府県の農
地委員会がこれを承認すれば，効力が生ずる。
地方長官はこれによって買収及び売渡の手続を
行ふ。⑥市町村農地委員会の構成を耕作者本意
とし，耕作農民，特に小作農民の活動し得る道
を拓いた」 （4） 。 
 　そして小作関係についてはつぎのとおりであ
る。「①土地取上げの制限を更に強化した。農
地改革実施後一ヶ年間は，原則として土地の
取上げは認めない。②小作料は現在ストップさ

⑴　 これは大内力『日本資本主義の農業問題』（改訂版），1952 年，東京大学出版会，220 ページからの孫引きであ
るが，その出典は大和田啓気「農地改革の解説」，農林省「新農地制度の解説」，日本週報 48 ― 50 号，11～ 12 ページ。 

⑵　 前掲，大内書，221 ページ。 
⑶　 前掲，大内書，222 ページ。『　』内の文章は朝日新聞，1946 年 10 月 3 日号紙面のものである。 
⑷　 前掲，大内書，222 ～ 223 ページ。 
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れ，金納化によって実質的に相当引下げられた
が，将来の問題として，農産物の価格が値下り
した場合を考慮して，農産物価格がどれほど値
下りしても，小作料は田では収穫米の価額の，
畑では主作物の価額の一定割合を超えることは
許さない。この一定割合と云ふのは，中央農地
委員会の定める基準に従って，都道府県農地委
員会が具体的に定めるが，田では二割五分，畑
では一割五分以内である。③小作契約は，従来
は口頭のものが大部分であったので，権利関係
が明白でなく，地主，小作人間にいろいろ紛争
の種となることが多かったし，問題になると小
作人の不利に解決される傾向もあるので，今後
はできるだけこれを書面にして，市町村農地委
員会に届出させる様に指導する」 （5） というもの
であった。 
 　もともと農地改革の狙いは自作農創設と小作
関係の改善という二本の柱からなりたっている
が，この二次改革では，自作農創設に力点が置
かれ，小作関係の改善は二次的な取り扱いがと
られているのであって，大内はこれは「かなり
重大な問題であろう」 （6） と位置づけている。一
次農地改革のときも自作農創設と小作関係の改
善という二本の柱が立てられていたが，二次改
革では明確に自作農創設の方に力点が置かれて
いた。一次改革のときにすでに向坂逸郎，大内
兵衛，東畑精一は小作関係の改善の方が重要だ
と主張していたことを大内は紹介し （7） ，そして
大内も「この改革は……基本的には自作農創設
方策であって，小作関係の調整はこの自作農創
設を促進しかつ側面から補充するというような
副次的意義を与えられているにすぎないと考え

られる」 （8） と位置づけていたのである。 
 　農地改革が「小作関係の改善」よりも「自作
農創設」を重視しておこなわれたことは政府自
身が地主小作関係をたんなる土地の賃貸借関係
ではなく，地主の小作にたいする封建的，ある
いは半封建的関係であるとみなしていたことに
由来することは否めない。戦前の日本の地主小
作関係を封建制的関係にあるとみなしていたい
わゆる「講座派」は，したがって農地改革がな
お不十分なものとみなしたのは当然のことであ
る。もちろんここで封建論争を展開するわけに
はゆかないし，今日ではその論争のくりかえし
は無意味とさえいえる。要するに講座派は資本
主義の現実的展開を甘く見ていたのである。そ
のことはのちに現実のものとしてあらわれた。
資本主義の現実の発展は国により，発展段階に
よってさまざまな形をとる。それぞれ現実的根
拠と一定の法則性を有するのであるが，それは
資本主義の老獪さを意味しているともいえる。
老獪さというのは，小作農の貧しさが小作料が
高いから貧しいのか，農民一般の生活水準が低
い水準のものにならざるをえないからなのか，
というように問題をたてたときに，この社会の
常識では前者だとされているが，果たしてそう
か，という意味である。そして事実，農地改革
はこの老獪さに乗せられた形で実施されたので
ある。 

 （2）農地改革の難点 
 　農地改革が敗戦直後の日本の食糧危機を救う
のに役立ったことはたしかである。資本主義は
奴隷制社会とは異なり，そして封建社会とは半

⑸　 前掲，大内書，224 ページ。 
⑹　 前掲，大内書，225 ページ。 
⑺　 向坂逸郎「土地制度改革について」（同氏『歴史的法則と現実』，所載），大内兵衛「農地制度改革の意義」，『世
界週報』27 ― 1，東畑精一「農地制度の基準」（同氏『農地をめぐる地主と農民』，所収）。大内，前掲書，228 ページ。 
⑻　 同。225 ～ 226 ページ。 
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分異なっていて，もともと人間社会の一般的存
立条件をその内部に蔵しうる唯一の階級社会で
ある。したがって自然に崩壊するということは
ありえない社会であるといわなければならな
い。その一般的存立条件が大戦争の敗戦によっ
て危殆に瀕していると感ぜられるときは，資本
主義的発展方法の政策かどうかを越えて社会存
続のための政策が採用されることは十分にあり
うることである。農地改革にも敗戦直後の食糧
危機を解決するという緊急措置的性格を担わ
ざるをえなかった側面が確かにあった。そして
その緊急措置はたんなる緊急措置として経済体
制が回復すれば元にもどるという性質のもので
はなかった。その緊急措置はたんなる食糧問題
を解決するというものでもなかったからであっ
て，土地制度の改革という，資本主義の根幹に
かかわる改革だったからである。農地改革はた
んなる価格政策でもなければ生産政策でもな
かった。そもそも資本主義の成立にともなう近
代的土地所有制度の制定はたんに土地の所有者
を確定すればいいというものではない。資本主
義の成立にともなう近代的土地所有の成立は，
封建社会における土地と直接生産者との結合状
態を暴力または政策をもって強制的に分離する
ことによって実現されたものである。土地と直
接生産者との結合が支配・被支配という経済外
強制によって実現されていたからである。一部
の学者に後進国日本においては商品経済の作用
のみによってその分離がおこなわれたとする人
がいるが，商品経済の力のみによっては封建制
から資本主義への転換が実現できたわけではな
い。商品経済とは端的にいえば商品売買のこと
であって，封建制度は売買で消滅したのであろ
うか。封建領主がその権力を売らないといった
らどうなるのであろうか。身分制という政治力
によって構成された社会はそれを破壊する政治
力がなければ崩壊しない。経済力の背後に政治
力があるといっても，たんなる商品経済ではな

く資本家的商品経済そのものには政治力が排除
されているのである。たんなる商品経済のもと
では封建的身分制は存続しえたからである。そ
の封建的政治構造はブルジョア革命という政治
的行為によって崩壊する。明治維新は不徹底な
がらブルジョア革命であった。封建的支配下に
あった小農民は封建的身分制から解放されて，
日本では原則として小土地所有の自由な小生産
者農民となった。彼らは日本資本主義の形成・
発展によってどう変わっていったのかというこ
とと戦後農地改革によって形成された自作農民
がどう変わりえたのか，あるいは変わりえな
かったのか，ということがここでの問題なので
ある。 
 　資本主義成立期の小土地所有の農民は一方で
はさしあたり借地によって経営面積を拡大して
いったが，他方では小土地所有を失って，賃銀
労働者に転化した。農地改革にあっては自作農
創設という土地と直接生産者とが政治によって
結合されるという歴史の逆転を意味する側面
があったが，それによって食糧危機をのりこえ
ることができた。だが同時にそれは資本主義に
とっては歴史の逆転を意味するものであった。
もちろん現実の資本主義はいつも進歩発展すれ
ばいいというものではない。ときに逆転も必然
のものとしてありうるのである。それは資本主
義の強みといっていいのかもしれない。資本主
義は部分的に労働力と土地との結合という逆転
をすることによってみずからを維持することが
ありうるということを農地改革はしめしたので
ある。だがその結合は商品経済の原則を破るも
のであったために政治力を必要とした。その政
治行為が農地改革であった。そのことによって
発生したのが土地もち労働者という自作小農民
であった。それは経済的に自然に形成されたも
のではなくて，農地改革という政治過程を前提
として形成されたものである。だがこの土地も
ち労働者は資本主義初期の小生産者農民のばあ



55「発展の法則」と日本農業（犬塚）

いのように商品経済の発展に伴って賃銀労働者
と大農業経営者，または地主とに分解していく
ものではないし，その必要もない。すでに資本
主義は成立していたからである。さらに 1952
年に制定された農地法は農地改革の結果を維持
するものとして貸付地主の権限を制約し，借地
権が相対的に強く規定されている （9） 。そのため
小地片農地を所有している土地もち労働者は土
地を一旦貸しだすと容易に解約できないので，
荒らし作りをしてでも所有農地を貸しだそうと
はしないという傾向を生むことになった。農地
として売るよりも宅地，工業用地等として売る
ことを選考しているわけである。 
 　1960 年代後半から始まった非農業部門への
賃労働者化による農民の減少は，一農業経営当
たり経営耕地を拡大せしめ，それによって農業
生産力も上昇しうることになるはずであるか
ら，資本家的工業の発展による農民の減少は本
来，農業経営の発展を促進する条件をなす。事
実，イギリス資本主義の成立後は農業の資本主
義的発展はそのようにして実現されたといって

いい。このことは宇野から学んだのであるが，
宇野はこういっている。「封建社会の崩壊にと
もなう土地所有の近代化は，イギリスにおいて
も，極めて長期にわたる資本主義の発展の過程
の内に準備せられた農業自身の資本主義化とと
もに，ようやくいわゆる資本家的土地所有を確
立することになるのであった。農業自身の資本
主義的経営にしても，またそれにともなう土地
所有の資本家的形態にしても，それは決して農
業自体の発展の結果として実現されたものでは
ない。工業における資本主義の発展の対応物と
してにすぎない」 （10） のである。資本主義はさし
あたり資本主義的生産に包摂されやすい工業部
門で発展し，そのさい必要とされる賃労働者は
農村の農民から調達され，それは農民を減少せ
しめて，残存農民一人当たりの耕地面積を拡大
させるが，そのことは農業生産力を上昇せしめ
て農業資本主義化を実現させることになるとい
うのである。 
 　一般に農業経営の規模拡大は借地のとりいれ
によっておこなわれる。所有地の拡大をとらな

⑼　 農地法，16 条（農地又は採草放牧地の賃貸借の対抗力），「農地又は採草放牧地の賃貸借は，その登記がなく
ても，農地又は採草放牧地の引渡があつたときは，これをもつてその後その農地又は採草放牧地について物権を
取得した第三者に対抗することができる。」（以下略）。17 条（農地又は採草放牧地の賃貸借の更新）「農地又は
採草放牧地の賃貸借について期間の定めがある場合において，その当事者が，その期間の満了の一年前から六
月前まで（……）の間に，相手方に対して更新をしない旨の通知をしないときは，従前の賃貸借と同一の条件で
更に賃貸借をしたものとみなす。」（以下略）。18 条（農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の制限）「農地又は
採草放牧地の賃貸借の当事者は，政令で定めるところにより都道府県知事の許可を受けなければ，賃貸借の解除
をし，解約の申入れをし，合意による解約をし，又は賃貸借の更新をしない旨の通知をしてはならない」（以下
略），宮崎直己『農地法読本』（三訂版）2016 年，大成出版社。300 ～ 301 ページ。 

⑽　 宇野弘蔵著作集，第 8巻（農業問題序論），1974 年，岩波書店。154 ページ。論文名は「日本資本主義の特殊
構造と農業問題」であり，初出は東畑精一・宇野弘蔵編『日本農業の全貌第四巻，日本資本主義と農業』，1959
年，農林省農業総合研究所，所収。
 　なお上記引用文の「すぎない」に注印があり，その注の文章はつぎのとおりである。「後に言及するように，
資本主義の発生，発展の過程は，封建的土地所有の崩壊をともなわずにはいないのであって，土地所有の近代化
はその前提条件をなすものである。それは直ちに資本家的土地所有を意味するものではない。農業自身が資本家
的に経営されるところに始めて土地所有の資本家的形態が確立される。経済学の原理は……農業を含む全産業の
資本家的経営を想定する純粋の資本主義社会を想定するのであるが，そしてまたそうしなければ資本の利潤にた
いする地代の原理を明らかにすることができないのであるが，実際上はそういう純粋の形において土地所有関係
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いということであって，そのほうが資本家とし
ての利益があがるからである。ところが農地改
革が自作農創設を主眼としたものであるため
に，それは他方で借地による農業経営規模拡
大を阻害する傾向を生んだ。政府は 1952 年に
農地法を制定して借地による農業経営規模の拡
大をはかったが，借地権が強い形で規定されて
いるため，農地所有者は農地の貸し出しを嫌っ
た。そのため農地の貸付という形ではなく，農
作業を請け負わせるという脱法的形で事実上の
農地賃貸借がおこなわれるようになった。だ
がそれは正常な農地賃貸借関係ではないため
に，全面的に拡大することはなかった。そして
日本工業の高度成長が展開されるようになっ
た 70 年代以降になると兼業農家も増大し，そ
の自己所有の耕地を貸付に出すようになったの
である。しかしまだ借地制農業が全面展開され
ているという状況ではない。工業が大きく発展
したにもかかわらず農地改革のさいの自作農創
設政策の反動性はこと土地所有にかかわるだけ
に工業化，都市化の進展にもかかわらず生き延
びていると思われる。その意味で自作農創設政
策としての農地改革は原始的蓄積期の明治初期
とは異なって，農民層をブルジョアとプロレタ
リアとの両極に分解するという法則の実現を大

きく阻害するものになっているのである。もち
ろん中間層としての農民層の両極分解はすすま
ざるをえないが，問題の焦点は農地改革によっ
て形成された小土地所有の農家の去就にある。
その土地所有は資本主義の本来の地主階級の土
地所有とは異なって，農地改革で形成された自
作農の小土地所有であって，その機能は地主的
土地所有とは異なっていわば小農的土地所有で
ある。地主的土地所有はもっぱら貸付だけのた
めの土地所有であるが，小農的土地所有は複雑
である。自作農のばあいには自己使用のための
土地所有であって，農地改革の理念そのもので
ある。兼業農家になれば，資産としての意味が
強くなる土地所有になるが，農地法がある以上
簡単に貸しつけるというわけにはゆかない。ド
イツで見られたようなもともと先祖から大土地
所有者だった地主が途中からその土地を使って
自ら資本家的農業経営を始めることはありうる
が，農地改革で小土地所有者になった農民が土
地を購入して資本家的農業経営をするようなこ
とはそもそも考えられない。農地改革を推進し
た政府も考えていなかったはずである。自作農
創設を主張したものも農業経営の小農以上の発
展を考えていなかったはずである。それがそも
そも間違いだったというほかはない。 

を展開した社会は，イギリスだけといってよい。それもまた五十年代においてさえ，原理論で明らかにされるよ
うな関係をそのままに実現していたのではない。なお賃銀や利潤に喰いこむ地代の存在をも許したのである。／
なお対外輸出によって促進された農業の発展は，またしばしば資本家的経営の発展をともなうことがあった。そ
れは直ちに国内の工業の資本主義的発展の対応物とはいえないのであって，多かれ少かれ国内の特殊な事情を伴
うものとなるのである」（前掲，宇野著作集，第 8巻，155 ～ 156 ページ）。
 　なお宇野は上記の論文のなかでつぎのようにいっている。注のなかの文章であるが「明治政府が，土地私有化
を決定する際の基準そのものは，その変革の行われた過程における社会的勢力関係に基くものであって，そうい
う基準が後の資本主義的発展に影響がないというのではない。しかし資本主義の発展自身は，一般的にいって与
えられた土地所有関係をも，それに適応した形態に変更してゆくのである。変革の過程で決定された所有関係が
固定的に維持されるわけではない。事実，わが国の場合でも明治十年代に内容的には相当の変化があった。いわ
ゆる地主的土地所有は，むしろ日本資本主義の特殊性に適応したものとして永く存続したものといってよい。問
題は，反って戦後の農地改革の成果が，種々なる制限的方策によってでなければ維持しえないという点に残され
ているのである」（前掲書，160 ～ 161 ページ，注⑷の文章）と。だが，農地改革の土地所有制度の改革はそう
簡単にもとに戻るというものではないであろう。 
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 　農業の発展を借地の拡大という正常な形態を
もって実現する道をとざしてしまった農地改革
の欠陥が敗戦から 20 年ほどたったときに開始
された日本工業の高度成長によって解除される
道程がはじまった。小農規模を超え，雇用労働
をとりいれた借地大型農業経営体が発生してき
たのである。それは農業内部の自立的発展によ
るのではなく，日本の工業が発展し，農民労働
力が農外賃銀労働者に転化することによって開
始されたのである，勿論遠い過去のイギリスで
みられたような借地資本家的農業経営と単純に
同一視するわけにはゆかないが，小農とか大農
とかと異なった大経営体である。その実体を明
らかにしたのは梶井功や伊藤喜雄であるが，梶
井は「農業生産主体として従来把握されて自己
完結的な個別経営，『農家』という形態での生
産主体は，たしかに崩壊しつつある。しかしそ
れは『農業生産主体の崩壊』を同時に意味する
ものではない。『いえ』にかわる生産者組織の
なかに，農業生産主体の存在を認識することが
現段階では重要だと私はかんがえている」 （11） と
いう。梶井はこの新しい農業「生産者組織」は
小農範疇を超えるものとしているのであって，
「小企業農」と規定している。従来の小農経営
を「補強補完」していたこれまでの「共同体的
協業をなりたたせた原理と，今日の生産者組織
のなかでの協業をなりたたせる原理とは，質的
に異ならざるをえないのであって，そのちがい
に注目して今日の生産者組織を位置づけること
が重要だと，私はおもう。前者が無償性を本質
としているのに，後者は価値法則にしたがって
協業を構成しなければならなくなっているとい

う点で，質的にちがうとみるからである」 （12） と
いい，「個々の労働力主体が『いえ』から自立
し，自らの主体的判断で就業＝労働力の価値実
現方法を選択するようになり，それによって家
族協業自体が崩壊するとき，無償性原理にもと
づく相互扶助的労働提供もまた崩壊せざるをえ
ない。他人の経営ではたらく労働力は，すでに
価値どおりの支払いを要求する労働力である。
この段階において編成される生産者組織は，価
値法則の全面的支配において，個別経営を補強
し，補完する協業を形成しなければならないの
である。ここに現段階での生産者組織の特質が
ある。」 （13） と明解な規定を与えている。われわ
れはここに 20 年をかけて農地改革の自作農主
義という農業発展を制約する体制からの解放の
時代を迎えることになったのである。20 年は
農家の基幹労働力の世代交代に要した年限とも
考えられるが，いずれにせよこの間に工業の発
展による工業労働者を中心とする都市人口の増
大，それによる農家労働力の減少，残存農家
一戸当たり平均耕地面積の拡大の可能性という
「発展の法則」が大きく作用したとみていいで
あろう。 

 （3）世界的農業問題の登場 
 　宇野弘蔵著作集別巻（1974 年，岩波書店）
には農業関係の未定稿として「農地制度改革は
何故行われるか」，「従来の我が国の農地制度と
封建性」および「農業の構成」の三篇が載せら
れているが，斎藤晴造は「解説」において宇野
が「1947 年 1 月三菱経済研究所退職にともな
い，この論稿は未完となっているが，戦後の農

⑾　 梶井功『小企業農の存立条件』，1973 年，東京大学出版会，「まえがき」ⅲページ。 
⑿　 同，220 ページ。 
⒀　 同，221 ～ 222 ページ。なお梶井功『基本法農政下の農業問題』，1970 年，東京大学出版会，は「小企業農」
の形成過程の実証分析である。また伊藤喜雄『現代日本農民分解の研究』，1973 年，御茶の水書房，および同『現
代借地制農業の形成』，1979 年，御茶の水書房，は「小企業農」の形成過程の優れた実証分析である。 
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業問題を研究するための重要な基礎研究である
ことは疑いない」 （14） といっている。ここでとり
あげるのは「農地制度改革は何故行われるか」
と「従来の我が国の農地制度と封建性」であ
る。この 2編の論文は未定稿であるためか，わ
かりやすい論文になっていないが，農業問題の
解決には工業化の発展が重要であることを説い
たものである。まず「農地制度改革は何故行わ
れるか」から見て行くと，日本，ドイツ，イタ
リアのいわゆる枢軸国に共通な軍国主義の基礎
をなすものを解体しなければならないが「経済
的にはここに二つの点が問題になる。即ち軍需
工業と結んで急速に発達した資本主義をいかに
して再編成するかというのが一つ，第二はかか
る発達の基礎をなした農村の，特に遅れた農地
制度の改革をなすことである」 （15） といって，こ
れは第 2次世界大戦の帰結の重要な特質をなす
という。これら三国においては「農業において
はいわゆる封建的性格を有する諸関係が残存し
ていたという事実は，極めて重要な原因の一つ
となすことが出来る」 （16） という。第三に，「戦
後，農地制度の改革が行われつつある諸国が，
……世界情勢を基礎にして生じた民主主義諸国
と非民主主義諸国との対立において概ね後者に
属したということは，決して偶然ではない。し
たがってまたそれは単純に敗戦という事実に
よってのみ強制せられたものでもない。むしろ
戦争の形態，あるいは戦争そのものに対する一
種の世界史的批判とでもいうべきものを含んで
いる」 （17） 。すなわち「農地制度の改革は，した
がって単純に改革の行われる諸国の国内問題に

留まるものではない。実は世界史的意義を有す
る重要問題の一つであって，この改革で行われ
る諸国の管理を行う国々は勿論，これと関係あ
る世界各国にとっても忽せに出来ないものであ
る」 （18） 。つまり農地制度の改革を要求する戦勝
国も自国の農業問題を枢軸国の農業問題と関連
させて解決しようとしていたというのである。
「この問題も単純に国内問題として考えること
は，真にその解決を求める所以とは言えないで
あろう。寧ろかかる世界史的意義を明確にし，
その方向に解決が求められて始めて，外部から
与えられた問題としてではなく，国内問題とし
ても正しい方向を採り得ることとなるわけであ
る」 （19） といい，つづけてこういうのである。「こ
の観点からすると例えば八千万の人口を有する
我が国が，従来の外地を失った今後の経済にお
いて，その食糧をいかにして自給調達するかと
いう方向が，果たして正しいか否かは甚だ疑問
である。少くともかかる目標を予定してかかる
ことは，いわゆる農本主義に陥る危険を免れな
いであろう。勿論，今後の日本の農業或いは食
糧問題をいかに解決するかを放置してよいと
いうのではないが，世界経済に参加する形態と
その実質的関係とに，全く不明確なるままで，
今後の方向を決定するのは，一層無責任と言わ
ざるを得ないであろう」 （20） というのである。も
はや農業問題は世界資本主義の問題として解決
を迫られているというのである。たんに帝国主
義段階の問題ではなく，世界資本主義の問題に
なっているというのである。いわば国家独占資
本主義のかかえている農業問題は世界農業問題

⒁　 宇野弘蔵著作集，別巻（1974 年，岩波書店），「解説」，586 ページ。 
⒂　 同別巻，423 ページ。 
⒃　 同，424 ページ。 
⒄　 同，424 ～ 425 ページ。 
⒅　 同，425 ページ。 
⒆　 同，426 ページ。 
⒇　同，同 ページ。 



59「発展の法則」と日本農業（犬塚）

だと，敗戦直後に宇野はすでにとらえていたの
である。別の言い方をすれば，農業問題はいま
や世界農業問題になったというわけである。 
　この過程を日本のばあいについてのべると，
以下のようになるであろう。1929 年の恐慌と
それにつづく不況期をへて日本は準戦時体制に
入ってゆくが，その過程で国家の政策にも支え
られて重工業を中心として工業が発展する。こ
の過程で農民の工業賃労働者化がすすみ，農民
層は相対的には勿論のこと，絶対的にも減少す
る。農用地総面積は原則としてそれに応じては
減少しないから，残存農家平均一戸当たり経営
面積は拡大しうることになる。その拡大方法は
資本主義的には近代的借地関係を通じておこな
われる。その発展の先には借地による資本家的
農業経営の増大傾向が存在しうる。事実，日本
の昭和 10 年代にすすんだ農業経営規模の拡大
傾向はその現われである。こうした傾向は工業
の発展による農民の工業賃労働者化によってど
この資本主義国でも多かれ少なかれ見られる現
象である。この時代，どこの資本主義国でも工
業の発展が政策的にすすめられたといっていい
であろう。時代はたんなる帝国主義段階を超え
て国家独占資本主義の時代に入った。それに応
じて資本家的農業経営の発展が多かれ少なかれ
みられることになる。工業の発展による賃銀労
働者の増大，その裏側の農業就業者の減少，そ
れにもとづく残存農業経営の借地による規模
拡大，それに伴う農業の機械化の進展，そして
その先に資本家的農業経営の発生，発展が展望
されうることになろう。それは単なる帝国主義
段階の現象ではなく，国家主導によるいわゆる
国家独占資本主義的現象といわなければならな
い。資本主義はたんなる帝国主義段階を超えて
資本主義を政策的に維持・発展させる国家主導
の新たなる局面に入ったことを意味するもので

あろう。
 　「従来の我が国の農地制度と封建制」という
論考も同じ問題をやや具体的に論じたもので
あって，こういっている。「小作料が高率なる
ことも，またそれが旧来の現物形態に留まるこ
とも，……我が国資本主義の後進国としての発
展が齎した特殊性によって，耕地に対する農村
人口の過剰ということから一般的には説明し得
られることであって，これを直ちに封建的関係
に基礎付ける必要はないのである。しかしそれ
も程度の問題であって，小作農が殊に過小農が
殆んど堪え得られないほどの小作料が要求せ
られているということになると，これを経済的
事情のみによって片付けることは出来ないので
はないか，なんらかの経済外的力が作用してい
るのではないかという疑問が出て来る。従来し
ばしばこれを封建的乃至半封建的小作関係によ
るものとせられたのも正にこの点によるのであ
る」 （21） という。この「経済外的力」について宇
野は制度として地主がもっているとはいって
いない。しかし土地の借手が純小作農，自小
作農，兼業農家という違いによっても，さらに
経営耕地の規模，土地の貸手の土地所有規模に
よっても小作料は異なることがあることをあげ
ている。資本家的農業経営とは異なって，小農
制のばあい法則的傾向を規定することは困難で
あるが，それがいよいよ困難になっているとい
うのである。 

 2　資本主義「発展の法則」 

 　宇野弘蔵に資本主義「発展の法則」という考
え方があって，資本主義全体の解明にとって
も，またその農業問題の解明にとっても有力な
方法を提供している。それは，ごく簡単にいえ
ば，資本主義は工業において発展し，工業製品

21　同，434 ページ 。 
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が農業国に輸出され，農業国からは農産物が輸
入される。それに応じて工業国では農村の労働
力が工業労働者になって農村を離れ，残存農民
一人当たりの平均耕地面積が拡大しうることに
なり，農業生産力が上昇しうることになって，
農業経営規模が拡大して発展する，というも
のである。それを論じた宇野の論文を発表順に
あげると，①「資本主義の成立と農村分解の過
程」，1935 年，『中央公論』，のち『農業問題序
論』，1947 年，改造社に収録，②「我が国農村
の封建性」，『改造』，1946 年，のち前掲『農業
問題序論』に収録，③「農業問題序論」，前掲『農
業問題序論』に初出，④『日本における農業と
資本主義』，1948 年，［共同研究］（討論会記録），
宇野弘蔵・鈴木鴻一郎・大内力・斎藤晴造，実
業之日本社，⑤「日本資本主義の特殊構造と農
業問題」，東畑精一・宇野弘蔵編『日本農業の
全貌第四巻　日本資本主義と農業』，1959 年，
岩波書店に所収，である （22） 。このうち④の『日
本における農業と資本主義』は座談会の記録な
ので，ここでとりあげることは省くことにする。
こうした論考を通じて資本主義「発展の法則」
が，先ず工業にあらわれ，貿易を通じて自国農
業がいかに変化するかを明らかにしたい。 
 　この「発展の法則」が最初に発表されたのが
①の「資本主義の成立と農村分解の過程」にお
いてであった。その要旨をできるだけ原文に
そってのべると以下の如くである。「機械的大
工業の原料品は一般的には自国の農村によって
これを調達することは出来なかった。海外の植
民地乃至農業国によってこれを供給されると
共に，これらの諸国にまた分解的に作用し，そ

の機械的大工業の生産物の販路を見出すのであ
る」 （23） 。これによって「要するに資本家的産業
の発展が従業労働者の絶対数を著しく増加する
ことは事実である。そしてまた資本家的産業の
発達による剰余価値の消費量の増大もさらに産
業の多様化をもたらし，これらの部面の労働者
をも増加する」 （24） 。もちろん労働力商品の量に
は限りがあるので，雇用増大による労賃騰貴を
抑えるために資本は一定の時期に生産力の上昇
をもって応える。そのため「機械的大工業によっ
て資本主義の発展を実現した社会は，むしろ一
般的に資本の蓄積の異常なる増進にもかかわら
ず，その価値増殖に対して相対的に過剰なる労
働人口を有することとなるのであった」 （25） 。 
 　「しからば農業労働者はいかがであったか。
イギリスにおける近代的農業は十八世紀の中葉
に始まるといわれるが，農業におけるその発展
は他の産業部門においてよりもさらに一層労働
者の地位を低下するものとして作用した。労働
人口は絶対的にも過剰となるのであった。それ
は勿論，都会の工業と外国移住とにそのはけ口
を求めるのであるが，残った労働者はもはや労
働者とはいえないいわゆる被救恤民の地位に堕
ちたのである」 （26） 。こうして「機械的大工業と
近代的農業とを両極とする典型的資本主義は，
近代的プロレタリアを完成すると同時に他方で
は多数の僕婢と家内工業労働者とを包括するの
であるが，それは種々なる形態の相対的過剰人
口を基礎として成立するものであった」 （27） 。 
 　以上は先進国イギリスのばあいであるが，後
進国ドイツのばあいはどうなるのか。「彼ら（フ
リードリッヒ・リストら ― 犬塚）の輸入せん

22　 ④以外は『宇野弘蔵著作集』第 8巻に収録されている。 
23　 同，29 ページ。 
24　 同，同ページ。 
25　 同，30 ページ。 
26　 同，32 ページ。 
27　 同，33 ページ。 
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とした資本主義はもはや十六，七世紀のイギリ
スの資本主義ではなかった。産業革命がそのあ
らゆる社会的影響を及ぼして実現して来た十九
世紀の機械的大工業であった」 （28） 。後進諸国が
機械的大工業をもって原始的蓄積を行なうばあ
いには新たに農村分解を強行しなくても資本主
義的生産方法を輸入しうるのであって，「後進
諸国がかかる方法によって機械的大工業として
の資本主義を輸入する場合には，特に例えば農
産物の輸出が行なわれるというようなことがな
い限り，他の部面が資本主義化してもその典型
的なる発展を見ることは困難である。したがっ
てかかる場合には農村の分解はむしろ他部面の
資本主義化による資本主義的商品経済を通じて
行われるのが普通である。『多数の民衆を突如
として強行的に生活資料から分離しこれを放た
れたるプロレタリアとして労働市場に投ぜし
める』過程の代償として，これらの国々はその
まま残されたる旧生産経営方法と土地所有関係
との漸次的なる跛行的関係の発展として現われ
る資本主義経済の侵入によって苦しまなければ
ならない」 （29） 。しかしこの過渡的形態はその解
決を困難化するのであるが，それは資本家的生
産方法の発展と全然異なった方向への解決では
ない。「かくて農業におけるかかる状態は，後
進諸国の工業における資本主義の単なる未発達
の問題ではない。機械的大工業をもって始まる
資本主義は，それ自身に特有なる人口法則を展
開するものであって，農村の強力的分解による
過剰人口を工業に吸収するという典型的機構
を有していない」 （30） のであって，農村に多くの
農民を残したまま工業は発展する。「勿論，資

本主義の発展による農村分解は工業都市への人
口の集中をもたらし，工業部門の多様なる発展
はこれを必要とする」 （31） のであるが，農村にお
いて行なわれる産業予備軍の形成のされ方がイ
ギリスとは異なるのである。ドイツ資本主義は
資本主義の形成期を短期的に省略し，いきなり
産業資本をもって成立することになった。いき
なり資本構成の比較的高い段階から開始された
ので農民の大半を賃銀労働者に転化する必要は
なかった。この点が資本主義の祖国イギリスと
決定的に異なるところであった。「その最も著
しい形態は，農村の子女が代表的産業への労働
者として供給される点に現われている。これも
また資本主義の発展に伴う商業，交通等の発達
によってこの部面に吸収される農村人口を無視
するわけではない。また特に重工業の発達によ
り成年男子の労働者が必要とされ供給される点
を軽視するのでもない。さらになお後進諸国に
してもその発展の時期を異にし，農村分解の過
程を異にするに従ってこれらの点が異って現わ
れることはいうまでもない」 （32） 。資本主義的生
産においては「従来の需要量の生産に対して極
めて少数の労働者をもって充分なのであって，
その生産額はこれを超過して異常な増加を示す
のである。勿論，資本家的生産の発展はその生
産能力の増進によって国内の需要をも非常に増
大せしめるのであるが，農村の分解の不徹底は
その制限として作用し，これらの産業の発展は
かくして直ちに外国市場を必要とすることとな
る。そして外国市場における競争能力は結局そ
の発展の程度に従ってまた労働者の吸収能力を
制限するのである」 （33） 。 

28　 同，34 ページ。 
29　 同，34 ～ 35 ページ。 
30　 同，35 ページ。 
31　 同，同ページ。 
32　 同，同ページ。 
33　 同，36 ～ 37 ページ。 
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 　後進国は「先進国の資本主義に圧迫されて，
急速に資本主義化するために大規模の資本家的
工業に政治的に有力な保護を必要としたので
あって，両者の関係は同じ保護政策にしてもイ
ギリスの十七，八世紀と著しく異ったものがあ
る。保護関税が育成関税と名づけられ得る点に
資本家の国家権力に対する関係が現われてい
る」 （34） 。「ただしかし農業と工業のごとき対立
においては先進国イギリスが示しているように
その食料品，原料品の決定的輸入によって資本
主義的に再生産過程が確立され得る点を注意し
なければならない」 （35） と宇野はいう。「工業を
もって農業に代える法」をもって農業もまた資
本家的生産を確立することになるという意味で
ある。「後進諸国が資本家的生産方法を採用し
た方法は，保護政策の背後に行われた株式制度
を利用する資本の集中によってイギリス資本主
義に追付くことにあった。この方法がもたらし
た資本主義はしかしたちまちにして資本の形態
そのものを変質せしめることとなった。いわゆ
る金融資本は産業的にはむしろこれらの後進諸
国にとってその資本主義確立の最も有力なる手
段となったのであるが， ― このことが資本主
義発展の必然的結果としての金融資本を否定す
るものではないことはいうまでもない ― この
新たなる資本形態は各国の資本主義勢力の各々
の集中によって政治的には国民国家に新たなる
中心点を形成するのであった。国家主義が新た
なる内容をもって主張されなければならなかっ
た。分解の過程にあった農村は政治的に極めて
重要なる意義をもつと同時にこの分解過程はい
かにかして阻止されなければならなかった。資

本主義の下に農業と工業とを国家的に統一する
という経済的にはかかる国民国家にとってほと
んど不可能なる問題が政治的には絶対的に必要
なるものになって来たのである」 （36） 。 
 　だがここら辺当たりからの宇野の論述の仕方
は微妙に変わってきている。後進諸国における
農業関税による自国農業保護は政策としては当
然でてくるが，その背後にいわば不純な意図
が隠されていることを暗示しているのである。
「農業関税が農業労働者は勿論小農にとっても
決して有利なるものとはいえなかったにもかか
わらず，絶対的に必要なるものと考えられるよ
うになった」 （37） とか，その農業保護政策は「帝
国主義的目的のためにすでに進行しつつあった
この分解過程を阻止する方向にも利用されねば
ならなかった」 （38） といったような，その必然性
を問うような言い方をしているのである。こう
いっている。この農業保護政策が「農村の政治
的獲得の点において不成功のものとはいえない
であろうが，経済的にはその進化を妨害するも
のとして作用したことは否定できない」 （39） とい
うのである。資本主義においては結局は農民層
は正常な形で分解する，というのが宇野の考え
なのである。 
 　しかし実際は農民層の分解が阻害されるよう
な政策がとられることになる。「後進諸国は，
すでに完成せる機械的大工業を輸入すること
によって，その農村の分解を資本家的商品経
済のいわば側圧によってなし崩し的に行うも
のとして資本主義化の過程に入り，政策もまた
多かれ少かれこれに対立して主張されることと
なったのであるが，その発展はたちまちにして

34　 同，38 ページ。 
35　 同，同ページ。 
36　 同，同ページ。 
37　 同，同ページ。 
38　 同，同ページ。 
39　 同，40 ページ。 
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上述のごとき（両極分解を生むという ― 犬
塚）転換を強制されるのであった」 （40） といい，
さらにつづけて「もっともドイツはなお六十年
代より七十年代へかけての資本主義の異常の発
展によって実質的にこの転換の基礎が与えられ
たのに反して，わが国のごとき場合にはこの
転換と資本主義の成立自身とがある程度まで重
なり合い，いわばかかる転換の内部的準備なく
してこれを最初から強制されることとなるので
あって，いわゆる低賃銀を利用して外国市場に
おける競争にその発展を求めなければならな
かった」 （41） 。こうして農業もまた長期的にみれ
ば資本主義化の方向をたどらざるをえないわけ
である。「かくて後進諸国においても，資本の
拡大投資がかかる基礎条件として要求する国内
の再生産過程を通して農村の分解を進めるわけ
であって，それは必ずしも積極的に農村の資本
主義的大経営化としてではない。ことに穀物そ
の他の直接消費資料の生産部面として残った農
業はしばしば旧形態のまま資本主義的再生産過
程に役立ちつつ資本主義によって支配的に侵入
を受けるのである。勿論，この過程において農
民のプロレタリア化は典型的形態としてではな
いが，漸次進行する。ドイツのごときは……外
国の穀物の輸入がこの過程を著しく促進し，か
かる経営の新たなる転換をも強制したのであっ
た。わが国でもかかる過程が全然否定されてい
るわけではない」 （42） 。以上のことは「発展の法
則」としてまとめられる。すなわち「かくて後
進諸国の資本主義の成立は，その必然的前提と
なるべき農村の分解を一部的にはむしろその発
展の結果として，種々なる形を通して，政策に
よってあるいは促進的にあるいは停滞的に一般

的には慢性的過程として実現してゆく。勿論そ
れぞれ特殊の国においてこの過程自身は特殊の
形態をとるのであるが，しかしそれは資本主義
そのものがおのおの特殊の法則によって発展す
るという意味にとってはならない。資本主義は
イギリスにおいても戦前のロシア，ドイツにお
いてもまた日本においても同様なる発展の法則
をもって発達するのであって，それが阻害され
歪曲されるところに各国の特殊性があるに過ぎ
ない。また実際かくなければ，これを経済学的
に分析することは不可能であり無益であるであ
ろう」 （43） 。 
 　宇野がこの論文で明らかにしたことは宇野の
言葉でいえばつぎのことであった。「後進諸国
が資本主義化を開始したときイギリスの資本主
義そのものは……そのメダルの裏を明かにして
いた。しかし後進諸国にとっては外面的にはこ
の方法を輸入しない限り資本主義国の農業国と
なってその分解を受けなければならなかったの
であって，それは善いことか悪いことかの問題
ではなかった。それかといってこれを学校教師
ふうにその短所を棄てて長所をのみとるという
ことは許されなかった。また内面的にもかかる
輸入をなし得る国として多かれ少かれすでにそ
の準備を有していたのであって，それは旧社
会の崩壊と同様の必然性でもあった。それと同
時にその移植はそれぞれ特殊の形態もってしば
しば顚倒されたる順序をもって行われ，農村の
分解はその最も極端なる形態を強制されるので
あった。……もとよりわれわれはここでは日本
資本主義の特殊形態を究明しようというのでは
なかった。むしろその前提として一般に後進国
としての規定を明らかにすることが目的であっ

40　 同，40 ページ。 
41　 同，同ページ。 
42　 同，41 ページ。 
43　 同，同ページ。 
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た。それは資本主義が種々なる歪曲を受けなが
らも自己の発展法則をを貫徹するものであると
いうことを理解するために，必ず先ずなされ
なければならないからである」 （44） というのであ
る。かくてすべての資本主義諸国では，そして
その全時代を通じて，農民の工業賃労働者化
を通じて農業経営規模の拡大を実現するという
「発展の法則」は貫徹するのである。これは重
要な指摘なのである。 
 　つぎに②の「わが国農村の封建制」から「発
展の法則」を明らかにしたいが，その前にさき
の宇野論文一覧に掲げなかった「自小作農形態
の特殊性」に一言触れておきたい。これも宇野
独特の自小作農観であって，日本の零細自作農
が小作地を追加しつつ経営を拡大してゆくもの
としての自小作農ではなくて，家族労働力で経
営可能な最高の規模まで経営を拡大することが
目的であって，借地地代の性格もそれによって
規定される，という意味での自小作農規定なの
である。その点だけをここで明らかにしておき
たい。こういっている。「少くとも小作地と共
に自作地を耕作するという自小作農家にとっ
て，小作料を現物で納めるということはなんら
の矛盾でもない。ことにこれらの自小作農に
とっては小作地の経営は，いうまでもなくこれ
を永久的に小作地として経営しようという動機
で行われるものでない。多少とも余力を得れば
これを自作地として獲得するということが念願
である。いいかえれば決して単なる企業家的立
場から借入れたものではない。自作農への発展
が，ほとんど外部からの想像を許さない程の過
度の労働の強化の動力ともなっているのであ

る。この点に自小作農の自作農に対する生産物
価格における競争を認めることが出来ると共に
物納小作料の根拠も理解し得られると思う」 （45）

 といっている。原論の法則性が，原論には存在
しない小農のもとにあっては歪められるといっ
ているのである。 
 　さて「わが国農村の封建制」をとりあげよ
う。「従来のわが国政治の専制的傾向は，この
農村の封建性を基盤とするものともいえるので
あって先ず何よりもこの点が明らかにされなけ
ればならない」 （46） ということから，この論文は
開始される。資本主義は元来商品経済としては
極めて合理的な社会機構を有するものである
が，現実の資本主義的商品経済は決して直ちに
これに応ずるものではない。「しかしそれだけ
にまた商品経済的に合理的解決が与えられれ
ば，必然的力をもって動くのである。いい換え
れば商品の価値法則をもって全機構が貫徹され
ている」 （47） 。資本主義が成立しうるためには土
地と労働力とに商品形態が与えられなければな
らないが，たんにそれだけでは資本主義の合理
主義に適応しえない。「資本は土地に対しては，
地代の形態で，資本主義の実現する剰余価値の
一部を与えて妥協し，資本自身の間に生ずる不
均衡を排除するという消極的方法を採らざるを
得なかったのであるが，労働力に対しては，こ
れに反して，機械的大工業の発達による生産力
の発展をもって，出来得る限り労働力を機械に
よって排除し，いわゆる相対的過剰人口を形成
して，いつでも必要に応じて労働力を求め得る
基礎をつくったのである」 （48） 。だが我が国の資
本主義はこの前提条件を十分に解決することな

44　 同，41 ～ 42 ページ。 
45　 宇野著作集⑧，48 ページ。 
46　 同，53 ページ。 
47　 同，同ページ。 
48　 同，54 ページ。 
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くして，その発達を急がなければならなかった。
その解決を農村に押しつけてきたわけである。
そのときすでに西欧資本主義諸国ではその問題
はすでに解決されていた。「わが国は，先進国
イギリスに発達した機械制大工業をそのまま輸
入して，資本主義的生産を開始することによっ
て，イギリスがやったように，土地をその直接
の生産者から強力的に分解して農業をも含む資
本家的生産を展開する基礎をつくる必要もなけ
れば，またこれに対応して大工業の発展に必要
な相対的過剰人口を都市に準備しておく必要も
なかった。農村が両者を共に引受けたのである。
すなわち都市における資本主義的大企業の発達
に対して，農村は従来のままの小農経営を存続
しながら少くともその青年子女を資本の要求に
応じて都市の大工業に提供するといった関係を
展開して来たのである」 （49） 。もともと商品経済
は共同体の内部から発生したのではなく，共同
体と共同体の間から発生したものである。した
がってそれは共同体間の生産力の差を外的に利
用してこそ発展するという反共同体的性格を本
来もっているのである。 
 　「小農経営は，農民自身がいわば土地に所有
される封建的関係か，あるいはまた農民自身が
土地を所有するいわゆる自営農民たるか，いず
れにしても土地と生産者との直接的結合を前提
とするものであって，借地関係は決してその本
来的形態ではないのである。借地関係はむしろ
企業家的性格をもつものであって，雇用労働を
基礎として始めてその合理的根拠を得るのであ
る．わが国農村は，かくして都市における資本
主義的経済の発展と共に極めて困難なる種々な
る問題を背負わなければならなかった。それは
資本主義がみずからに課されたる問題を解決す

ることなくして発展するための犠牲に外ならな
かった」 （50） 。日本は確かに明治維新で政治制度
としての封建制度は原則的に否定されたが社会
関係のなかには，ことに第 2次大戦前では小農
民的農業で営まれている農村ではとくに封建的
慣行が広く残っていた。戦後は反封建的政治運
動によって大分減退したが，全くなくなった
わけではない。それは小生産者社会そのものの
なかに，相互扶助関係と競争的関係という相反
する社会関係が存在するからである。またそれ
なるがゆえに諸歴史社会を通して付属的社会と
して存続しえたのである。「半ば自給的な，半
ば商品経済的な小農経営の農家としては，封建
的思想・感情乃至慣行の残存することを避ける
のは，極めて困難なことといわなければならな
い。それは新たなる思想・感情を育成し，旧来
の慣行に代位すべき社会関係を展開する基礎と
なる，社会的労働形態を発展せしめる積極的契
機を与えられていないからである」 （51） と宇野は
いう。 
 　戦前の地主小作関係において極度の貧困を強
いられた小作農自身が地主とのいわば身分の違
いによるものと考えざるを得なかったことは事
実であろう。しかしこの事態を客観的に解明す
ることを自己の任務と考えるものまでがそう認
識したということは，ヒューマニズムに藉口し
た言い訳であろう。それは当時の日本資本主義
自身が作り出した事態なのであって，農民にた
いする農外の雇用関係が開けるならば，解消し
うるものであった。しかし戦前のようなばあい
には農民にたいする農外雇用関係が長期にわ
たって必ずしも拡大するとはいえないというこ
とは，ありうるのである。「家族労働を基調と
する小農経営は，みずから封建的性質を脱却し

49　 同，54 ～ 55 ページ。 
50　 同，55 ページ。 
51　 同，59 ページ。 
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得ないと同時に，地主自身にも封建的性格を保
持せしめるものである。実際またわが国農村の
封建性は，封建的大地主によるというよりも，
小作農と直接に交渉のある中小地主によって維
持されている。それは制度としての封建性では
なく，思想・感情乃至慣行としての封建性とし
て当然のことであるが，これがまた資本主義制
度の要求する社会関係を歪曲して，一種の第二
次的制度ともいうべきものを展開する基調とな
ることを見逃すことは出来ない。しかしこの場
合には封建的支配関係による上からの規定では
なく，小農と中小地主との関係を基礎として，
むしろ逆に下からの影響とも認むべきものが
支配する。いい換えれば小農自身が保有する封
建性が，中小地主，大地主，資本家をして封建
的性格を保持せしめ，一般的に政治関係そのも
のにも及ぶものといえる」 （52） 。この論文が発表
されたのは 1946 年 5 月であって，自作農創設
特別措置法が成立したのは 1946 年 10 月であっ
た。したがって実際に行なわれた農地改革は日
本農業の単なる封建的性格の否定を超えた資本
主義のいわば一種の体制を越えた国家独占資本
主義的政策であったことには宇野はまだ明確に
規定しえなかったといっていい。だが，国家独
占資本主義なるものが政策をもっていわば資本
家的商品経済化を強化拡大する性格をもつもの
とすれば，その事態をある程度予見していた
ともいえるのである。この論文はつぎの文で終
わっている。「農村民主化の過程」は「わが国
資本主義が単に製造工業に留まらず運輸その他
のいわゆる公共的性質を有する部面にまで顕著
なる発展を遂げ，有業人口構成に今後大なる変
化でも実現されれば，この問題もおのずから解
決されるものといえる。また外国穀物の輸入が
増進され，従来のごとく農業保護に藉口してこ

れを阻止するがごとき政策が行われなければ，
これもまた問題の解決となるものといえるであ
ろうが，その場合には人口問題に難点残すこと
となる。いずれにしてもわが国資本主義自身の
発展のいかんによって決定されることはいうま
でもない。それはこの問題自身が日本資本主義
の特殊性によって発生したものといえるからで
ある」 （53） 。すなわち「工業をもって農業にかえ
る」という資本主義「発展の法則」によって解
決されうるというのである。人口問題もその過
程のうちに解決されるというわけである。 
 　つぎに③の「農業問題序論」  では後進国の農
業問題をとりあげているが，事実上は当然のこ
とながら，後進資本主義国でなにゆえ農業問
題が生ずるのかを論じているのである。資本主
義の発展は，とくに工業においてその一般的基
礎をえたのであるが，その工業は元来は農業と
直接結合されてきたものを，先ず農業から分
離し，独立させることから開始されたと宇野は
説く  。貨幣財産としてあらわれた資本が土地を
主要な生産手段とする農業を直ちには支配する
ことはできなかった。資本主義なるものが工業
から出発したことは重要である。その結果は，
第一に農業がその生産関係をもってその社会を
決定的に支配するものとはいえないものになっ
た。一面では土地所有関係が基本的社会関係た
る位置をを失うとともに，他面ではこの土地所
有関係がまた資本にとって容易に処理できない
ものたることが明らかになる。第二に，農業生
産の技術的に特殊な性質にも規定されて農業に
おける資本家的生産は労働人口にたいして困難
な問題を残すことになった。農業労働力は農閑
期に過剰になり，農繁期には過小になる。 
 　第三に，資本の蓄積に伴って生ずる労働人口
にたいする需要の変動は農業においてはたんに

52　 同，60 ページ。 
53　 同，62 ページ。 
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相対的に減少するだけでなく，工業におけるよ
うにヨリ大なる需要の増加によって吸収されな
いために，絶対的に減少する傾向を示した。
農村は常に都市工業にたいする無産労働者の
供給源をなしたのである。第四に，「十九世紀
中葉の『世界の工場』としてのイギリスは，大
陸諸国を農業国にすることによって実現せられ
たのである。さらにまたこれらの諸国が工業国
化した十九世紀後半には，世界的に植民地的農
業国がその農産物をもってこれを補充したので
ある。われわれはかかる過程の内に資本主義の
発展が，農業自身をいかに処理して来たかを知
ることが出来る。それは決して資本主義の内部
における根本的解決を与えるものではなかっ
た」（54）。そして「工業における資本主義の発展
と共に，農業もまたその工業を失うことによっ
てその旧来の社会関係を維持し得ないものとし
て，むしろ資本主義の発展に即応した変化を示
さざるを得なかったのである」 （55） 。資本主義的
工業は，その国内に農産物を十分にえられなけ
れば，国外にこれを求めて発展することになん
らの困難を有しない。「実際また一般的にいっ
て国内工業の発展は外国農産物の輸入を必至と
するのであった」 （56） 。イギリスの羊毛工業が問
屋制度ないしマニュファクチュア制の下にあっ
ては国内に羊毛を生産しうることがその発展の
有力な根拠になったのに反し，機械工業のもと
に発展した綿工業はその原料を外国に求めたの
には必然性があったのである。綿工業製品を原
料国に輸出することによって綿工業が一層発展
しうるからである。 
 　「農業と結合せられた工業を失った農村が，

その生産物の少くとも一部分を商品化せざるを
得ないのは当然であるが，商品経済のかかる侵
入は農業の生産力を増進しながら，市場への依
存によってその独立性と安定性とを喪失せしめ
る。したがって小農的経営は，単にその点だけ
でも，結局経営困難に陥らざるを得ない。それ
がまた資本家的経営にとっても価格の不利なる
低落を不可避的にするのである。その上土地所
有関係と労働力の過不足とが，かかる大経営を
工業におけるように決定的に有利なるものとし
ないのであって，資本の集中は制限されざるを
得ない」 （57） 。農業においては「大経営の支配的地
位が確保されないという事実は，農業自身にお
ける資本主義が工業の場合と異った事実の下に
あることを示すものに外ならない。……国内に残
存する小経営と無用の競争をしてまで農業を資
本主義化するものではない。いわゆる農業保護
政策として採用されるのも，それは多くの場合，
農業における資本の利益を根拠とするものでは
なく，土地所有者の利害関係に基くものに外なら
なかった。イギリスの十九世紀前半における穀物
関税は明らかにそのことを示している」 （58） 。 
 　「後進国の資本主義化は，イギリスの繊維工
業において完成されたものを輸入したばかりで
はなかった。新たに鉄工業を中心とするいわゆ
る重工業をその基礎としたのであって，産業に
おける株式会社制度を極度に利用するものとし
て行われた。高度の資本の有機的構成を有する
産業が，比較的容易に採り入れられたのもその
ためであるが，それがまた農村の分解をイギリ
スのように徹底的に実現することなくして済ま
すことになった」 （59） 。日本の農業問題もまさに

54　同，12 ページ 。 
55　 同，同ページ。 
56　 同，同ページ。 
57　 同，13 ページ。 
58　 同，同ページ。 
59　 同，14 ページ。 
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この後進資本主義に生じた問題であるが，「わ
が国の農業問題でも，その根源は，単に農業に
おける生産力と生産関係との矛盾衝突にあるの
ではない。わが国の小農経営がいかなる生産関
係の下にあるかは，農業問題究明の目標である
が，それが簡単に片づかないのは，封建社会と
資本主義社会とを分つ基本的な社会関係とし
てないからである。われわれは，それをいず
れかの基本的社会関係に擬制的に解消してもな
らないが，それかといってそれをまた基本的社
会関係と同じ水準のものとして決定的にしてし
まうわけにもゆかない。いわゆる型の理論は，
この間の事情を無視したものといわざるを得な
い」 （60） と宇野はいう。そしてしかし日本におい
ては「農村の経済と都市の経済とが別個独立の
ものとして存在し，僅かに間接的に外部的な商
品経済を通して交通しているに過ぎないという
状態にでもあればともかく，その場合でもかな
り重大な影響なしには済まないが，そうでない
と基本的社会関係は，残存する社会関係を，そ
の必要があれば比較的容易に変革してゆくもの
である。基本的社会関係が従属的社会関係に対
するかかる意義を理解しない者は，基本的社会
関係の背後に作用しつつある客観的な法則をも
無視せざるを得なくなる。したがって資本主義
社会における小農経済の推移が，経済学的に分
析せられ得る根拠も失われることになる。それ
と同時に農業問題はもはや本来の経済学の問題
とはいえないものになるのである。いわば経済
史的問題とならざるを得ない。わが国の農業問
題は果してかかるものであろうか。わが国の資
本主義がいかに特殊なものにしても，農業に対
してかかる関係にあるものといえるのであろう

か。その点は，何もとくに研究をなさずとも，
第一次世界大戦後の資本主義の発展が，農業問
題をいかに展開し来たったかを考えて見ただけ
でも明らかなことといえるであろう。それはわ
が国資本主義の下の農業問題であるというだけ
ではない。わが国資本主義を通して世界的な農
業問題の特殊の表現ともなって来ているのであ
る。いわゆる昭和農業恐慌は，決してわが国の
みに限られる現象ではなかったのである」 （61） と
いうのである。 
 　難解な文章ではあるが，要するの「基本的社
会関係」を律する法則が，いいかえれば原理論
の諸法則が究極的には貫徹するということであ
ろう。確かに帝国主義段階に入るとその諸法則
は歪みを生ずるのであるが，結局は貫徹するこ
とになるというのであろう。それはいいかえれ
ば資本主義「発展の法則」が貫徹するというこ
とである。確かに段階論の法則性よりも原理論
の法則性のほうがより基本的であることは確か
なのである。 
 　最後に「日本資本主義の特殊構造と農業問
題」を検討しよう。この論文は一見「発展の法則」
を論じていないようにみえる。まずその要旨を
みると「1．資本主義と農業」では「元来，資本
主義は，従来農業と直接的に結合せられて来た
工業が，農業から分離されて資本家的に経営さ
れることによって，その発生を見た」 （62） のである
が，「資本主義の発展は，かかる工業を農業から
分離するとともに，もともと土地に制限された
農業に自然的に過剰化の傾向をもっていた労働
人口，或いはむしろ工業の農業からの分離よっ
て生ずる過剰労働力をも，農業から分離し，工
業労働力に転化することを基礎とする」 （63） 。しか

60　 同，19 ページ。 
61　 同，19 ～ 20 ページ。 
62　 同，152 ページ。 
63　 同，153 ページ。 
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しここで注意しなければならないのは，宇野がつ
ねづねいっているように労働力の土地からの分
離は商品経済の作用のみでは実現されえないの
であって，商品経済を超えたあるいは商品経済
と対立する強力を必要とする。そしてその後は資
本家的生産そのものがつくりだす相対的過剰人
口の形成を通して労働力商品化は実現されるこ
とになり，資本主義は一社会として確立される。
こうして「封建社会の崩壊にともなう土地所有の
近代化は，イギリスにおいても，極めて長期にわ
たる資本主義の発展の過程の内に準備せられた
農業自身の資本主義化とともに，ようやくいわゆ
る資本家的土地所有を確立することになるので
あった。農業自身の資本主義的経営にしても，ま
たそれにともなう土地所有の資本家的形態にし
ても，それは決して農業自体の発展の結果として
実現されたものではない。工業における資本主
義の発展の対応物としてにすぎない」 （64） 。以後，
その工業の発展によって農業自身をも資本家的
商品経済にさらされることになった。 
 　「二　日本資本主義の特殊性」では日本は勿
論のこと，ドイツ，アメリカ，フランス等の後
進資本主義諸国も，「その資本主義化の過程は，
アメリカのような植民地国は別として，旧来の
歴史的過程を前提としながら，それぞれに特殊
資本家的生産方法としての機械的大工業の輸入
の時期によって，すでにその出発点を異にし，
著しく異った様相を呈するのであった。いずれ
もイギリスのように二世紀にもわたる資本の原
始的蓄積の過程を必要とするものではなかっ
た。農村は多かれ少かれイギリスのような徹底

的分解を受けないままで，その国の資本主義化
を実現したのである」 （65） 。しかしもちろん農村
からの補給を受けないというわけではない。「し
かしそれはもはやイギリスのような暴力的手段
をもってする補給ではなかった。イギリスと共
に，しかしある程度イギリスに対抗して行われ
る，いわゆる工業保護政策によって歪曲せられ
た，自由主義体制の下にその資本主義化を実現
したのである」 （66） 。日本の資本主義は「同じ後
進国といっても，十九世紀後半の，しかもすで
に七十年代以後のいわゆる金融資本の時代の資
本主義化であった。それは機械的大工業として
もすでに高度に発達したものであったが，それ
ばかりでなく，ほとんど最初から株式会社形式
をもってしたのであって，その資本主義化の過
程の農村に及ぼす影響は，極めて特色のあるも
のとならざるをえなかった」 （67） 。農村は異常な
過剰労働力を擁したまま残されることになっ
た。しかし日本の農村は日本の工業品にたいす
る市場にはなりえなかった。いきおい日本の工
業は海外市場を目標として発展せざるをえな
かった。そして日本の工業は農村から労働力を
補給される必要があった。そのためには封建的
支配服従関係を制度としてのこしておいてはそ
の必要を満たしえないから，そのため最低限近
代的土地所有制度を確立することは必要であっ
た。地租改正という政治的行為によって近代的
土地所有は確立した。その結果，「わが国では，
近代的土地所有制は，農村過剰人口をして常に
産業予備軍の特殊形態たらしめる過小農経営を
普及せしめることになったのである」 （68） 。しか

64　 同，154 ページ。宇野はこの引用文の最後に「注」をいれて，「資本主義の発生，発展の過程は，封建的土地
所有の崩壊をともなわずにはいないのであって，土地所有の近代化はその前提条件をなすものである」（同，155
ページ）といっている。封建的土地所有の廃止という政治変革が必要だというのである。 
65　 同，156 ページ。 
66　 同，同ページ。 
67　 同，156 ～ 157 ページ。 
68　 同，158 ページ。 
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しそれにしても日本においても原始的蓄積過程
およびその後の資本主義の発展によって土地所
有の大規模化が展開したのであって「わが国の
土地所有が，いわゆる地主的土地所有として確
立され，永く残存したということは，決して資
本家的土地所有の展開を制度的に拒否するとい
うものではない。いわゆる地主的土地所有が，
高率の現物小作料を基礎にして成立し，それに
付随して旧来の封建的な慣行等々を永く残存せ
しめたということは，わが国の資本主義自身が
要請した，特殊の産業予備軍としての農村過剰
人口によるものにほかならない」 （69） のである。
　そして「三　日本の農業問題」では「わが国
における農業問題は，資本主義の金融資本の段
階に多かれ少かれあらゆる国々に共通に現われ
る農業問題の，特殊形態といってよい。それは
端的にいえば，資本主義社会にあって，その商
品経済に支配せられながら，農業自身は資本主
義的経営をなしえないという点にある」 （70） 。日
本の小農制のもとでは「その生産物の価格は，
資本家的関係による正常な規制を受けないばか
りでなく，小農的競争によって常に経営に不利
に決定される傾向をもつことになる。そしてそ
れは必ず商人的に利用される。いわゆる独占資
本の利潤の一要因となることも避けられない。
農民は，これに対して過度労働によって経営
の補充をなしつつますますその傾向を強化する
ことになるのである」 （71） 。農民層の階層分解は
すすみ「それは一方では一定の経営面積を基準
とする分化として現われ，他方ではいわゆる自
作，自小作，小作の分化として現われる。しか
しそれも結局は，一町内外の経営をなす自小作

農を中心とした過小農経営を基軸とすることに
なるのである。それと同時に他面では，小作
農，特に自小作農の競争によって高率の小作料
を維持することにもなる」 （72） 。そして最後にこ
うまとめる。「最後に，しかしこういう経営困
難な農家にとって農業問題を決定的に解決不能
の問題たらしめるのは，資本主義経済の中にあ
りながら，小農的経営の確立を求めざるをえな
いという点である。土地価格は，多数の小作，
自小作農にとっては，高率小作料によって決定
される以上に騰貴する傾向にあるのであるが，
しかも土地購入が不断の目標となってくる。勿
論，高価格の土地購入は，農業経営自身の負担
をなすものに過ぎない。それは決して小農経営
を経済的に保障するものではない。しかも土地
所有に対する要求は放棄しえないのである。わ
が国農村における小作争議の特殊の性格も，実
はこの土地所有の要求と切離しては理解しえら
れない。それは単なる小作料の軽減にあったも
のとはいえない。それはまたさらに根本的には
資本家的経営として解決されえないという点に
問題を有していたのである。戦後の農地改革が
土地問題を一応は解決したとしても，問題解決
の途を拓くものといいえないのも，この点にあ
るものと考えられる」 （73） 。そして宇野はこの論
文の最後につぎのようにいって，日本資本主義
が資本主義として発展しない限りはこの農業問
題を解決しえないことを宣言するのである。「そ
れは単に農業の問題として，農業自身において
解決されるものではない。日本資本主義自体の
問題である。いい換えれば日本資本主義自身が，
かかる解決困難な問題をもつ農村をみずから形

69　 同，158 ページ。 
70　 同，162 ページ。 
71　 同，同ページ。 
72　 同，162 ～ 163 ページ。 
73　 同，163 ページ。 



71「発展の法則」と日本農業（犬塚）

成しながら，これによって確立されているとい
う点に問題があるのである」 （74） といってこの論
文を閉じるのである。問題はこの最後の文章を
どう理解するかにある。日本資本主義自身は確
かに第二次大戦まではここに画かれていた状態
であった。だが 20 世紀 70 年代以後，つぎにあ
げる統計（第 1表）が示しているように，就業
人口のうち，2次産業，3次産業，とくに 3次
産業のウエイトが巨大になり，農林業の就業人
口の割合は 21 世紀初頭にわずか数パーセント
に落ち込んで，農林業の消滅とさえいわれるよ
うになっている。土地条件からいえば，ただし
すでに問題にしたように土地所有構造には問題
があるが，大面積農業経営が可能になる条件は
形成されつつあるのである。日本農業でも零細
経営は不変の宿命とはいえない状況を創りだし
うる条件が発生しているのである。日本農業「発
展の法則」が実現できる土地条件が形成できる
時代になったわけである。宇野の「発展の法則」

はこの論文の最初に出現して以降，背後に退き
ながら最後にしっかりとその存在を明確にして
いるのである。 

 （2）現実の展開 
 　「発展の法則」の日本資本主義における展開
はどうであったのか。問題は帝国主義段階にお
いてどうなったかにあるが，まず第二次大戦前
の状況を概観すると 第 1 表 のごとくである。戦
前日本の 1920 年代は長期不況で農業就業者は
男子はわずかに減少しただけで女性を含めれば
1920 年代にはわずかに増加している。だが 30
年代の不況下では金本位制から離脱後満州事変
から太平洋戦争にいたる戦時経済という異常事
態になって，製造業を中心とする工業が発展
し，2次産業従事者が男子を中心として増大し
た。3次産業従事者はそれより早く増大してい
る。3次産業就業者の増大にリードされて太平
洋戦争直前に製造業就業者も著しく増大した。

第 1表　産業別就業者（戦前期） （1,000 人）

総数 内男子

1920 年 1930 年 1940 年 1920 年 1930 年 1940 年

全産業 26966
（100）

29341
（108.8）

32231
（119.5）

16820
（100）

18878
（112.2）

19599
（116.5）

1 次産業 14442
（100）

14490
（100.3）

14192
（98.3）

 8117
（100）

 8130
（100.2）

 6994
（86.2）

うち農業 13727
（100）

13742
（100.1）

13363
（97.3）

 7469
（100）

 7465
（99.9）

 6271
（84.0）

2 次産業  5576
（100）

 5993
（107.5）

 8419
（151.0）

 3926
（100）

 4516
（115.0）

 6442
（164.1）

うち製造業  4438
（100）

 4702
（105.9）

 6845
（154.2）

 1892
（100）

 2276
（120.3）

 4959
（262.1）

3 次産業  6948
（100）

 8858
（127.5）

9620
（138.5）

 4779
（100）

 6232
（130.4）

 6164
（129.0）

うち卸売・小売業  2650
（100）

 4113
（155.2）

 4083
（154.1）

 1831
（100）

 2904
（158.6）

 260.8
（142.4）

運輸通信・公益事業  1133
（100）

 1289
（113.8）

 1516
（133.8）

   68
（100）

 1192
（1760.3）

 1355
（1992.6）

（注） 経済企画庁調査局統計課『日本の経済統計』（上），1964 年，至誠堂，52 ページによる。
（原資料，総理府統計局「国勢調査報告」，原注，14 歳以上就業者）

74　 同，163 ページ。 
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大戦争への突入によって 2次，3次産業就業者
は増大し，農業就業者は，とくにその男子は減
少に転ずる。 
 　その後は産業別就業人口の動向は 第 2 表 のご
とくである。農林業就業人口は 1950 年代初頭
から 1975 年までの時期については，第一次高
度成長期の 60 年代から急速に減少し，1955 年
の 1500 万人から 75 年には半分以下の 610 万人
に減少した。全産業人口の 4割から 1割に減少
したのである。全体の就業人口はこの 20 年間
に 4100 万人から 5100 万人に増加したのであ
り，非農林業人口は全就業人口の 6割から 9割
に増大した。帝国主義段階になると工業の就業
人口は停滞的になるといわれるが，戦後日本の
高度成長期には，2次，とくに 3次産業人口が
異常に増加したのである。高度成長がはじまっ
た 1955 年頃からのほぼ 20 年間に非農林業人口
は 6割から 9割に増大した。そして 1980 年か

ら 21 世紀初頭にいたる間に， 第 3 表 にあるよ
うに非農林業就業人口はほぼ 5000 万人から 21
世紀初頭には 6000 万に増加した。全就業人口
の 90 パーセントから 97 パーセントへと増加し
た。農林業就業人口は 531 万人から 200 万人に，
6割減少した。その結果，農林業就業人口は全
就業人口の 3パーセントにまで激減したので
ある。この間に産業総就業人口は 5500 万人か
ら 6300 万人にほぼ 15 パーセント増加している
が，この表ではピークは 1995 年で 21 世紀に入
ると 4パーセントほどに減少している。明治以
来の日本資本主義の発達史のなかで農林業就業
人口がこのように激しく減少することはなかっ
た。そして非農林業人口のなかでも一貫して増
大しているのは 3次産業就業人口であって，
2次産業就業人口は 1995 年までは増加してい
るが以後は減少に転じている。21 世紀初頭に
は 3次産業就業者が全就業人口の 7割をしめる

第 2表　産業別就業人口（1）　 （万人）

農林業
非農林業

合計漁業水産
養 殖 業 2次産業 3次産業 計

1953 年 1607
（40.8）

62
（1.6）

 942
（23.9）

1327
（33.7）

2331
（59.2）

3938
（100）

1955 1478
（36.1）

58
（1.4）

 997
（24.4）

1557
（38.1）

2612
（63.9）

4090
（100）

1960 1273
（28.7）

67
（1.5）

1242
（28.0）

1854
（41.8）

3163
（71.3）

4436
（100）

1965 1046
（22.1）

67
（1.4）

1507
（31.9）

2109
（44.6）

3683
（77.9）

4729
（100）

1970  842
（16.5）

44
（0.9）

1791
（35.2）

2414
（47.4）

4249
（83.5）

5091
（100）

1975  609
（11.9）

43
（0.8）

1815
（35.4）

2664
（51.9）

4522
（88.1）

5131
（100）

（注） 加用信文監修　農政調査委員会編『改訂日本農業基礎統計』，1977 年，農林統計協会，8ページに
よる。
原資料は，総理府統計局労働力調査報告
1953 年の数字は 1955 年以降の数字とは接続しない。
2次産業とは鉱業，建設業，製造業の計
3次産業とは卸売・小売り，金融・保険，不動産業，運輸・通信業，電気・ガス・水道業，サービ
ス業，公務の計。
男女計の数字である。原表の「その他」はのぞく，満 15 歳以上。
「1955 年以降の数字は 1967 年改正とともに補正された数字を採用した。したがって，1954 年以前
の数字とは接続しない」という。
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にいたっている。二次大戦敗戦後の 1953 年に
1600 万人を数えた農林業就業人口は 2014 年に
は 210 万人の 1割 3分にまで減少しているので
ある。すでに日本はいわば超工業化社会になっ
ているのである。 
 　帝国主義段階に入ると資本主義の発展は鈍化
するといわれるが，日本は 1940 年代に準戦時
体制に入って以来，敗戦をはさんで 1960 年代
頃から 2次産業，3次産業が異常に発展した。
農業就業人口の減少はすでに第 1表でみたよう
に，男女計では 1930 年以後みられるが，男子
だけについていうと，その減少は 1920 年代か
ら始まっているのであって，これはいわば資本
主義発展の法則といっていいことなのである。
戦後においてはそれが極端に進展したことはす
でにみた。資本主義における個別商品経済的行
動は原理的にいって工業から農業，商業にわ
たって一様に発生するわけではない。個別資本
がいちばん儲かると考えるものをえらぶので
あって，ひとつの業種に集中すればその競争は

激しくなるだけのことであって，仮にある一つ
の業種がたまたま儲かりそうにないと判断され
れば，その産業は欠落するだけの話である。た
だ販売市場は国内だけでなく，むしろ国外が重
視されるのが普通だから，一国内にかぎれば，
需給不均衡は常にある。資本主義は国内外の
市場にたいして個別資本が最大の利益を獲得し
ようと競争する社会体制である。したがって資
本主義は工業を選考して農業を忌避する性格を
もっている。そして事実それは長期にわたる
が，理論的にはさしあたりのことであって，す
べての資本主義国が工業を選考して農業を忌避
し，農業国が工業国化してゆけば，農業も儲か
る産業になる。農業人口は減少するから農業企
業 1企業当たりの企業規模は拡大する。その窮
極の姿が『資本論』が対象とする純粋資本主義
社会である。 
 　このことは一国の工業が発展すれば，結局農
業も発展せざるをえないことを意味している。
工業が発展すれば農民は工業労働者に転化す

第 3表　産業別就業人口（2） （万人）

農林業
非農林業

合計漁業水産
養 殖 業 2次産業 3次産業 計

1980 年 531
（9.6）

45
（0.8）

1926
（34.9）

3020
（54.7）

4991
（90.4）

5522
（100）

1985 464
（8.0）

45
（0.8）

1992
（34.4）

3283
（56.8）

5320
（92.0）

5784
（100）

1990 411
（6.6）

40
（0.6）

2099
（33.8）

3669
（59.0）

5808
（93.4）

6219
（100）

1995 340
（5.3）

27
（0.4）

2125
（33.0）

3940
（61.3）

6092
（94.7）

6432
（100）

2000 297
（4.6）

29
（0.5）

1979
（30.9）

4103
（64.0）

6111
（95.4）

6408
（100）

2005 259
（4.1）

23
（0.4）

1713
（27.3）

4285
（68.2）

6021
（95.9）

6280
（100）

2008 246
（3.9）

23
（0.4）

1684
（26.7）

4357
（69.0）

6064
（96.1）

6310
（100）

2014 209
（3.3）

21
（0.3）

1548
（24.8）

4474
（71.6）

6043
（96.7）

6252
（100）

（注）『ポケット農林水産統計』各年版。
1次産業，2次産業は旧来の定義による。
3次産業は年によってさまざまな業種がとりあげられているが，その合計である。15 歳以上，男女計。
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る。それが進展すれば農民総数は減少する。
それに応じて農業用土地が減少することはな
いから，一農業経営あたりの土地面積は増大し
うる。それは一農場当たりの経営農地を増大さ
せ，農業機械が導入されうることになり，資本
家的農業経営が成立しうることになる。このば
あい土地は資本としては借地が望ましいことは
いうまでもないことである。こうして工業を
もって農業にかえるという道はさしあたりは工
業を発展させ，その製品を輸出し，農産物は輸
入するという道を歩むということになるが，そ
の過程をへて，小農層が没落して資本家的農業
が成立・発展するということになる。 
 　日本でもそういう事態が形成されうる時代が
やっと到来しつつあるといっていいであろう。
しかしそこに資本主義的大土地所有制がイギリ
スのように成立していればともかく，すでにみ
たように農地改革による零細自作農体制の構築
は大規模借地制度の形成を著しく困難にしてい

る。さりとて農地改革による小土地所有制は土
地を集団化させて 1箇所に集中させ貸しつける
という借地制農業の形成を困難にしている。し
かしだからといってそれに代わる有効な土地利
用を見出されないまま放置されているのが現状
ではないであろうか。農地改革によって創設さ
れた零細自作農体制は農地貸付を忌避して工
業，商業用の土地として売れることを期待し
て，農業の発展を阻害しているといってもいい
すぎではないであろう。 
 　その結果はどうなるのであろうか。第一には
小土地所有農家の総兼業化である。 第 4 表 の専
兼業別農家数（1）によれば専業農家は 1975 年
頃までは急激に減少したが，その後はこの表で
は 60 万戸で停滞的になっている。あとの農家
は 2種兼業化に収斂する傾向をみせている。同
じ種類の第 5表 の 専兼業別農家数（2）は農家
の定義がそれ以前と変わっているので注意を要
するが農産物「販売農家」よりなる専業農家は

第 4表　専兼業別農家数（1）（旧定義） （1,000 戸）

総農家数 専業農家
兼業農家

計 1種 2種

1960 年 6057
（100）

2078
（100）

3979
（100）

2036
（100）

1942
（100）

1965 5665
（93.5）

1219
（58.7）

4446
（111.7）

2081
（102.2）

2365
（121.8）

1970 5402
（89.2）

845
（40.7）

4557
（114.5）

1814
（89.1）

2743
（141.2）

1975 4953
（81.8）

616
（29.6）

4337
（109.0）

1259
（61.8）

3078
（158.5）

1980 4661
（77.0）

623
（30.0）

4038
（101.5）

1002
（49.2）

3036
（156.3）

1985 4376
（72.2）

626
（30.1）

3750
（94.2）

775
（38.1）

2975
（153.2）

（注）『ポケット農林水産統計』1990 年版による。
1） 農家とは，経営耕地面積が東日本（北海道・青森・岩手・宮城・山形・秋田・
福島・茨城・群馬・栃木・埼玉・千葉・新潟・富山の 14 道県）にあっては 10a
以上，西日本（これ以外の 33 都府県）にあっては 5a 以上の農業を営む世帯及
び経営耕地面積がそれに達しないものあるいは全くないものでも調査日前 1年
間の農産物販売金額が 10 万円以上（昭和 35 年は 2万円以上，40 年は 3万円，
45 年は 5万円，50 ～ 54 年は 7万円以上）あった世帯をいう。
第 1種兼業：自家農業を主とする兼業農家。第 2種兼業：自家農業を従とする
兼業農家。この場合の主従は，原則としていずれの所得が多いかによって定める。
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20 世紀末より 21 世紀初頭にかけて，ほぼ 40
万戸で安定的である。そして第一種兼業農家は
減少しているが第二種兼業農家はそれにくらべ
るならば安定的である。少数の相対的に安定的
専業農家と土地持ち労働者とに分極化している
とみていいであろう。専業農家はこのまま安定
化するわけではないであろう。借地による規模
拡大運動にまで発展すれば，光がみえることに
なるであろうがそこが問題である。 
 　最後に農業経営規模別の経営体の動きを 20

世紀末から 21 世紀初頭にかけてみておこう。
都府県の動向が 第 6 表 であり，北海道の動向が
 第 7 表 である。ここに示されている農民層分解
の形は従来の中農標準化とは質的に異なってい
る。従来の中農標準化傾向とは 1920 年代を中
心としてみられたものであるが （75） ，それは農
民層が 1～ 2ヘクタール層を中心としてそこに
集中するという運動を意味する。そしてまた戦
後も，1960 年代までは都府県では 1 ～ 5ヘク
タール層に集中し，北海道では 2～ 5ヘクター

75　 その分析はさしあたり拙著『日本における農民分解の機構』，1967 年，未来社，第 1章，第，2章をみられたい。 

第 5表　専兼業別農家数（2）（新定義） （1,000 戸）

総農家数 専業農家
兼業農家

計 1種 2種

1985 年 3315
（100）

498
（100）

2817
（100）

759
（100）

2058
（100）

1990 2971
（89.6）

473
（77.0）

2497
（88.6）

521
（68.6）

1977
（96.1）

1995 2691
（81.1）

428
（85.9）

2224
（78.9）

498
（65.6）

1725
（83.8）

2000 2337
（70.5）

426
（85.5）

1911
（67.8）

350
（46.1）

1561
（75.9）

2005 1963
（59.2）

443
（89.0）

1521
（54.0）

308
（40.6）

1212
（58.9）

2014 1411
（42.6）

406
（81.5）

1005
（35.7）

196
（25.8）

 810
（39.4）

（注） 販売農家のみの数字である。販売農家とは経営耕地面積 30a 以上又は農産物販売金
額 50 万円以上の農家をいう。
『ポケット農林水産統計』，2000 年版，2015 年版による。

第 6表　経営耕地規模別農家数（1）　

（1）都府県 　（1,000 戸）

計
販　売　農　家 自給的

農　家計 ～ 0.5ha 0.5 ～ 1 1 ～ 2 2 ～ 3 3 ～ 5 5 ～

1985 年 4119 3215 804 1182 883 234  93 19 905
1990 　 3739 2884 764 1049 782 222 100 26 855
1995 　 3363 2578 633  925 682 201 101 36 785
2000 　 3050 2274 545  613 592 182  99 43 776
2005 　 2789 1911 436  673 498 159  94 50 878
2008 　 － 1756 1013 591  91 61 －
2014 　 － 1429  796 347 120  87 79 －

（注）『ポケット農林水産統計』2000 年版，2014 年版による。
「～ 0.5ha」には例外規定農家を含む。
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ル層に集中するというものであった。このこと
は第 8表，第 9表が示している。ところが，前
記第 6表，第 7表に示したように，20 世紀末
以後は都府県では 1995 年までは 3ヘクタール
以上層が増加し，それ以下層は減少傾向にあっ
た。ところが 21 世紀に入ると 3～ 5ヘクター
ル層も減少しはじめ，5ヘクタール以上層のみ
が増加するという現象があらわれている。北
海道も増加の規模層は異なるが 21 世紀に入る

と 30 ヘクタール以上層のみが増加するという
傾向が生じている。増加層が単なる小農という
よりはもうすこし大規模な経営層が増加してい
る （76） 。農地改革を主導した自作農的農地政策
は農業の資本主義的発展という資本主義「発展
の法則」を阻害するものだったといえるであろ
う。実際，1960 年ごろまでは第 8表と第 9表
とに示したように都府県でも北海道でも零細農
家は殆んど減少していない。 

76　 日本資本主義が二次大戦後高度成長を開始して以来，日本農業に生じた規模拡大の新たな動きにはやくから注
目しその実態分析と理論的解明を展開した梶井功はその著書『小企業農の存立条件』（1973 年，東京大学出版会）
の「むすび」のなかでこういっている。「三〇アールから三ヘクタールの自作農を，行政権の保護によって維持
しようというのが農地法だった。農地を自ら所有し，家族協業によって耕作をいとなむという形式においては，
それは分割地農的土地所有に比することができた。が，それがおかれた歴史的段階の問題はおくにしても，上限
と下限を制約され，創設自作地については貸付が禁止されるが，非耕作者の農地取得も排除され，耕作権もま
た知事許可によって保護されるというような行政的支配の固い枠組のなかでのみ存在できた土地所有だという点
で，本質的に分解抑止的に枠のなかにおかれていたといっていいのであり，農民層分解のもっとも豊沃な土壌た
り得た分割地農的土地所有と，質的に異なるとしなければならない。そういう枠にしめつけられた自作農の基礎
としての土地所有という意味では，地主制下において存在した自作農とも異なるとすべきであり，戦前自作農と
の歴史的連続性をかんがえさせるきらいがある，自作農的土地所有という表現よりは，農地法的土地所有といっ
た方がいいと私はおもうのであるが，それはともかく，法的制約下にあった自作農の内実は，法があるべきもの
としてえがいたそれとは，（昭和―犬塚）四〇年以降まったく異質のものとなったことが確認されなければなら
ない」（同書，232 ～ 233 ページ）。農業変革の本命は農業経営規模の小農範疇を超える拡大を保証する制度変革
にあったのである。その線にそった梶井の著作には『基本法農政下の農業問題』，1970 年，東京大学出版会，が
ある，またそうした線上での優れた実態分析・理論的分析には，伊藤喜雄『現代日本農民分解の研究』，1973 年，
御茶の水書房，同『現代借地制農業の形成』1979 年，御茶の水書房，がある。 

第 7表　経営耕地規模別農家数（1）　

（2）北海道 （1,000 戸）

計
販売農家

自給的
農　家計 1.0ha

未満
1.0 ～
　3.0

3.0 ～
　5.0

5.0 ～
　10.0

10.0 ～
　20.0

20.0 ～　
　30.0 30.0 以上

1985 年 109 100 11 16 16 26 16 7  8 9
1990 　  95  87  9 12 12 22 16 7  9 9
1995 　  81  74  7  9  9 16 15 7 10 7
2000 　  70  63  6  7  7 13 13 7 11 7
2005 　  59  52  4  5  5  9 11 6 11 －
2008 　 －  48 9 12 10 6 11 －
2014 　 －  42 8  9  8 5 12 －

（注）『ポケット農林水産統計』2000 年版，2014 年版による。
1.0ha 未満層には例外規定農家を含む。
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 　第二次大戦敗戦後，都市経済が復活するにつ
れて，農民の農外賃労働者化は進むといってい
いのであろうが，一気にはすすまなかった。工
業の地方分散化とともに農民の農外賃労働者化
はすすむが，一気にすすんだわけではない。賃
銀水準も低かったし，農地改革によって農民の
ほうでも自家農業を維持しなければならなかっ
た。農民の兼業化という形で，徐々に農民の賃
銀労働者化がすすむしかなかった。それも農家
の次三男，娘から農外賃労働者化が始まった。
1950 年代後半あたりから高度成長が明確に
なってくると農家次三男，女子の大都市への集
団的就職が始まった。戦後の都市化が旧来の大
都市がさらに拡大されるということのほかに，
地方に新たな小都市が生まれ，あるいは旧来の
地方小都市が拡大するという形ですすんだとみ
られるが，それは農地改革と大いに関連してい
るとおもわれる。新たに自作農となった元小作
農はそう簡単に農地を手放すわけにはゆかない
し，その必要もない。しかも地価の上昇はそれ
に拍車をかける。自作であっても本来の自作農
ではない。土地を所有していても本来の土地所
有者ではない。そしてもとより資本主義発生期
の自作農民でもない。そもそも資本主義発生期
という変革期には土地所有が零細土地所有者で

占められるということ自体が稀であろう。ただ
稀でなくとも，その時代ならば，原蓄過程で強
力によって分解されるから資本主義としては問
題はない。ところが成熟期の資本主義で農地が
小土地所有者でしめられるというのはなんとも
処理の仕様がないのではないであろうか。強力
で作ったものは強力で戻すしかないが，伝家の
宝刀は二度と使えない。戦後日本の資本主義は
雇用すべき賃労働者の有力部分が自作農という
小資産家になっている。彼らを雇うには相対的
に高い賃銀を用意する必要があるであろう。そ
うするためには工業生産力をかなり高くしなけ
ればならない。戦後日本資本主義は通常以上の
発展を実現したのであるが，それはそのことに
由来するとも考えられる。資本主義は残酷にも
なりうるし，必要に迫られれば賃銀も高くせざ
るをえない。 
 　ここで農地改革後農民の農外就業の仕方を整
理してみよう。自作農となった農民の労働力の
農外供給の仕方には 2種類のものがあって，農
家在住のまま近場に農外兼業するばあいと家を
離れて都市に移住して農外就業するばあいの二
通りである。前者のばあいには農民同士が競争
関係に入るので，農民労働力の供給価格は低め
になるであろう。後者のばあいには都市に移住

第 8表　経営耕地規模別農家数（2）

（1）都府県 　　（1,000 戸）

0.3ha 未満 0.3 ～ 0.5 0.5 ～ 1 1 ～ 2 2 ～ 3 3 ～ 5 5 ～ 計

1955 1278 1006 1955 1357 179 28 1 5804
1960 1283  992 1907 1405 201 34 2 5824

（注）『ポケット農林水産統計』1965 年版による。

第 9表　経営耕地規模別農家数（2）

（2）北海道 　（1,000 戸）

1ha 未満 1～ 2 2 ～ 3 3 ～ 5 5 ～ 10 10 ～ 計

1955 60 23 28 49 48 28 236
1960 61 25 31 57 47 11 232

（注）『ポケット農林水産統計』1965 年版による。
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することになるので，その供給価格はいくぶん
高めになるであろう。都市の工業化が進展する
ときは賃銀上昇の圧力のために工業生産力の上
昇が要求されることになるであろう。農民家族
が前者の形で農外就業するのは農家当主の夫
妻や跡継ぎであろう。離村就職する後者のばあ
いは農家当主夫妻や跡継層以外の家族のばあい
であろう。後者はいわば昔からあったことであ
り，第二次大戦後展開したのは前者のケースで
あって，それに対応して工場や企業が安価な労
働力を求めて，農村地帯にまで進出したとみて
いいであろうし，そのことが高度成長をもたら
した要因の一つであろう。このことは農業，農
民の変貌が工業化の一つの対応現象たることを
示すものといっていい。 
 　いずれにせよ現段階の日本資本主義は工業栄
えて，農民は減少しつつあることまでは確かで
ある。そして膨大な数の小農地所有者がなお存
在しているところまでは確実である。その小土
地所有者の土地を集中して借地大農業経営体が
形成されるかどうかが目下最大の問題である。
何もしなければわるい方向にすすむだけであろ
う。政策的に解決するほかはないと考えられる。 
 　以上はしかし日本資本主義の問題である。わ
れわれはもうすこし工業をもって農業に代え，
そののちにさらに農業資本主義化が達成される
というときのことも考えなければならない。そ
れは農業が仮に資本主義化されたとしても農業
が土地を主要な生産手段とする産業であるかぎ
り，季節性や労働の繁閑は残る。工業労働と農
業労働とのいわば質的違いは歴然としている。
端的にいって工業労働者が農業労働者になるこ
と，反対に農業労働者が工業労働者になること
は容易なことではない。工業労働と農業労働と
のいわば質的差が解消しないかぎり，人間労働
の平等性は確保されない。これまでの現実の社
会主義国家が崩壊したことの真の原因も不明の
ままである。農業と工業との労働のいわば質的

差が問題だとおもわれるのであるが，その点も
明らかにされていない。労働の平等性も確保さ
れないままに残ることになる。小農主義者のよ
うに，残ってもいいではないかと腹をくくるこ
とが真の解決にはならないであろう。その問題
を少し考えてみたい。 

 3　「発展の法則」の彼方 

 　「発展の法則」とは先進工業国でもある工業
国が農業のことはさしあたり農業国に任せて自
らは工業の発展に力を注ぐことによって自国の
農民を減少せしめ，結果的に大経営土地面積を
擁する資本家的農業を成立せしめるという法則
である。農業における資本家的経営の成立には
通常広大な土地面積を必要とするからである。
だが農業と工業との生産構造上のこの質的差は
いわば絶対的に解消できないのかどうかもっと
つめる必要がある。端的にいえば農業の工業化
はできないのかどうかである。この点に関し
て 1963 年に宇野弘蔵が農林省農業総合研究所
で行なった「経済学の方法について」をテーマ
とする討論会において，農業の将来のあり方に
ついてつぎのように語っていることに注目した
い。少し長くなるがこういうのである。「僕は
戦後商工省で正木君が局長をしているときに頼
まれて，日本の産業連関を作ってくれといわれ
た。いまの言葉でいえばですよ。そのころはま
だそういう言葉ははやっていなかったのですが
ね。（昭和）二二年ごろだったか一年ほど商工
省に行って，いろいろな資料で図表を作ったこ
とがある。いい加減な数字ですけれども図表に
して，ストラクチュア・オブ・アメリカン・エ
コノミにあるような図表を作ったら，正木君よ
ろこんでしまって，なかなかいいから展覧会に
出すという。展覧会は弱るよ，といったら，
『朝日年鑑』がぜひ欲しいというので，『朝日年
鑑』に載せたことがありますよ。いたずらだけ
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れども。そういうものを資本主義もやっている
んです。同じことをやるんです。これは食糧を
食うのは社会主義でも資本主義でも同じですか
らね。そしてそれを作るのもやはり同じでしょ
う。畑によって麦を作るわけです。もっともこ
れも次第に植木鉢で作れるようになると簡単に
なるかもしれない。化学合成法になるかもしれ
ない。社会主義になったらむしろそういうふう
なものがどんどん出てくる可能性がある。農業
も工業もみんないっしょくたになって，化学に
なってしまうということになるかもしれないけ
れども，そんな夢は仕方ないけれども，同じこ
とを商品形態でやるか，原則としてやるかのち
がいがある」 （77） と。宇野は化学合成法で食糧を
作るというのである。農業の工業化である。そ
うなると工業と農業との差はなくなる。それが
実現されないと社会主義は本来は成立しないと
いう見解だとみていいであろう。それが実現で

きるかどうかは別としても，それが実現できな
ければ人間の全労働の質的同一性は実現しな
い。農業と工業との区別が解消しなければ労働
の平等性は実現されない。農業の工業化が実現
されるとき，「発展の法則」は消滅する。誠に
首尾は一貫するのである。だが果たして農業の
工業化は実現可能なのか。人間が他の生命体を
食糧としつづけるほかはないのか，それとも工
業生産物を食糧としうるのか，難問である。だ
がこの難問を解決しないことには農業と工業と
の差にかかわる難問から人間が解放されること
はないことは確かなのである。「発展の法則」
の彼方にはとてつもない難問が構えていたので
ある （78） 。 
　宇野は，資本主義の先進国は工業化の発展を
もって，農業にかえるといったが，社会主義は
農業の工業化をもって確立しうると考えていた
のだろうか。

77　 宇野弘蔵著櫻井毅解説『「資本論」と私』，2008 年，御茶の水書房，255 ページ。 
78　 手工業的生産力から機械制生産力への転化は封建的生産関係から資本家的生産関係への変革が前提されていた
と私は考えている。農業の工業化という生産力の変化はやはり生産関係の変革が前提となると考えられる。 
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