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で︑建築地地代︑鉱山地代︑土地価格の考察をはさんで地代篇
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る場合の農産物価格決定についての研究の理論的基礎として︑
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渡的形態としての分割地土地所有の問題が︑わが国農業経済学

のであって︑それはすなわち農民的零細経営そのものの内的本

く︑内的本質的な説明日内的根拠に基づく把握をも必要とする

性の究明担握である︑と︒(﹁﹃農民的分割地所有﹄の基礎的考察﹂﹃立

における︑戦前︑戦後を通じての最大の問題であったし︑現在
ない状態である﹂(﹃農業経済理論の研究﹄有斐閣二九六二年︑

小作料の地代論的考察において﹁半封建地代﹂説︑﹁前資本主

論﹄(東明社)所収︑二 O五ページ)さらに︑農地改革前のわが国

もまたそうであり︑しかもなお完全な解答が得られたとはいえ
二六三ページ)と述べられた︒このことは︑戦前・戦後のわが
国の自作・自小作・小自作・小作等の小農経営の性格規定に関

義地代﹂説と並んで﹁賃借地の分割地経営における差額地代﹂

教経済学研究﹄第一三巻第一号二九五九年六月︑﹃農業経済学の基礎理

連してマルクスの農民的分割地所有論が研究されてきたことを
示しているであろう︒わが国の改革前及び後の農業・農民問題

提)の存在︑農地改革後のわが国自作農が︑﹁農民的分割地所

説(小作農 H賃 借 地 に お け る 分 割 地 経 営 農 民 と す る 解 釈 を 前

有﹂もしくは﹁独立自営農民﹂であるかどうかが問題とされた

の経済学的解明とくに地代論との関連における土地所有の性格
百寿氏は農民的分割地所有という﹁この範鳴をまず系統的に再

の自作農をどのような性格の農民として把握するかは︑日本の

ことを指摘され﹁改革前の小作農および自作農を︑また改革後
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の考察は右のような問題意識に学んでするものである︒

が︑いうまでもなく類推・擬制としてのそれである︒

代︑資本などの資本制生産様式における諸範鴎が使用される
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ば当然であろう︒封建的土地所有の下でのたんなる土地の付属
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の自由な土地所有が封建的土地所有の解体ないし解消から生ず

こでいう﹁自営農民の自由な土地所有﹂とは経済外的強制を不
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有﹄とは︑けっして農民が一一切の搾取や隷属から自由となり︑

個人的独立の発展のための基礎をなしている︒それは農業その

に必要であるようなものである︒土地所有は︑この場合には︑

れる土地の私有に転化された形態をいうのである︒換言すれば

地所有の形態から︑一定の価格をもって自由に売買され賃貸さ

意味での﹃自由な﹄所有ではない︒経済外的強制をともなう土

または土地への資本投下に対する制限がなくなっているという

下でもないであろう︒この点大島清氏は﹁小土地の﹃自由な所

るのは︑ちょうど用具の所有が手工業経営の自由な発展のため

分の家族とともに生産しなければならないのである︒土地の所
gzg がこの経営機式の完全な発展のために必要であ
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自由な発展をも排除することを指摘して︑この生産様式は生産

や分業︑自然に対する社会的な支配と規制︑社会的生産諸力の

土地所有のことであって︑これは土地の商品化によって可能と

想起すれば︑農業的小経営一般と農民的分割地所有との関係は

地所有の解体から生ずる一形態として取上げられていることを

ここで︑農民的分割地所有は地代史論の対象として封建的工

なる﹂︑﹁自由な土地所有とは・・:土地所有者と農民の身分上の

なり︑げんみつの意味での資本主義的土地所有の確立がなくと

れ︑ともかく土地を占有し家族とともに生産する個別生産者と

明らかであろう︒すなわち︑自由な所有者であれ隷属民かあ

関係︑経済外的強制が土地所有の本質的一要素をなしていない

一九五二年︑五二ページ︑傍点原文)このような土地所有がどのよ

いう点にかぎっては︑小経営はさまざまな社会構成・歴史的時

して自己の生産物を所有するような自営農民ないし小農経営と

も存在しうるのである﹂と述べられた︒(﹃農業問題序説﹄時潮社

よって闘い取られたか︑上からの改革として与えられたもので

り︑分割地所有はこの一般的・抽象的な規定を基礎として含み

代に共通して見い出される︑より一般的・抽象的な範鳴であ

うにして成立したかすなわち自生的に発生し︑農民自らの手に

次に︑小経営とは︑マルクスによれば︑労働者が自分の生産

あるかは︑さしあたり問うところではないであろう︒

つつ︑農民自身による自由な土地所有という規定の加わったよ
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﹁富裕な独立農民﹂と把握すべきことを次のようにいう︒﹁イギリ
スの冨!?ン層やスウェーデンの小農階級は波して零細農民ではな
かった︒端的にいえば︑彼らは・・むしろ富裕な独立農民と呼ぶべ
きものだったのである︒ところが︑マルクスは・・:小土地所有仏日

非合理性とそのミゼラプルな生活状態とについて次のように語って

E25 の
EEamgzg というものについて述べ︑その経営上の

に︑この生産様式が孤立分散的小生産者による制限された生産
の発展段階に対応するものであることにつき︑土地その他の生
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して取扱われていると考えてさしっかえないのであって︑小土地所

と巳EEaz のEE2窓口EE とは﹁同一の内包を持﹂つものと

会的労働ではなく孤立的労働が支配的に行われていること︑したが
ってかかる事情の下に富と再生産ーーその物質的ならびに精神的諸

よって分ったものの一つ﹂とすることはできないように思われる︒

有 H零細所有を︑農民的分割地所有を﹁経営的範鴎(経営規模﹀に

条件￨￨の発展とが排除せられ︑かくしてまた合理的耕作の諸条件
も排除せられていること︑等を前提とする︒.小土地所有は︑原

なお右の小林氏の見解について以下を参照︒栗原﹃分割地農民の理

始的社会諸形態に伴う一切の粗野と︑文明諸国のあらゆる苦痛およ

論的諸問題﹄(前掲書︑一七一 J 二 ペ ー ジ ヌ 東 井 ﹃ 日 本 の 農 業 政

ここで農民内部の階層区分における﹁小農﹂との関連について

紀末のフランスとドイツを対象に︑農村の階級の大地主・大農・中

民問題﹄(一八九四年︑マル・エン全集第二二巻)において一九世

簡単にふれておこう︒エンゲルスは﹃フランスとドイツにおける農

(3)

策﹄(一九tニ0 ページ)

びあらゆる悲惨とを兼ねた︑半ば社会外に置かれている野蛮人階級

]U
由同NOEO‑

を造りだすものである・:﹄そうして︑ここにいう小土地所有とさ
きの割地的土地所有とを範鴎的に混同することから︑

ロ巳向︒ロ吉田に対して︑右の小土地所有の意味の過小農的土地所有
が犯され︑つづいてその訳語を用いることからさまざまの混乱が生

という訳語をあてる誤り(高畠訳﹃資本論﹄を指している1 1河野)
れているのである︒しかし割地的土地所有とは独立(自営)農民に

はやっていけず︑しかも資本主義的経営や海外の安い穀物生産の競

農・小農・プロレタリアに区分した︒大農と農農は賃労働者なしに

争に敗れ衰退せざるをえない農業者であり︑小農は﹁通例︑自分自

よる自由な土地所有形態であるから︑それは歴史的(したがってま
地所有を経営的範隠(経営規模)によって分ったものの一つである

小さくはない一片の土地の所有者または賃借者︑とくに︑前者のこ

身の家とともに耕せないほど大きくはなく︑家族を養いえないほど

た地代論的﹀範鴎であり︑零細所有とはこの歴史的範鴎に属する土
から︑前者は後者を包摂するが︑後者は前者と同一の内包を持ち得

右で小林氏が分割地所有と区別されようとしている小土地所有

れ︑大多数は白分の農民地を自由な財産として与えられているこ

農民等と︑ H領主に対して負っていた封建的負担と役務から解放さ

とである﹂(向上書四八三ページ﹀この小農はその先祖たる農奴的

ないであろう﹂(小林﹁割地農民の歴史的意義︑福島大﹃商学論

は︑﹃資本論﹄の当該箇所では︑分割所有との対立においてではな

を購入飼料なしに養う可能性を奪われていること︑同その以前の生

と︑同共同マル Fの用益権の持ち分をなくし︑その結果︑その役蓄

集﹄第一八巻第二号︑一九四九年九月︑六ページ︑傍点原文)

く︑大土地所有との対立においていわれているものである︒この大

て区別されるとしている(向上︑四八三l四ページ﹀︒右の三点の

産活動のなかばを︑工業的副業を失っていること︑以上三点によっ

土地所有は﹁大農業︑及︒ひ︑資本家的経営様式に立脚する大土地所
作﹂に対応するもので︑﹁小経営のための土地所有の最も正常な形

有 (KE八二O) のことである︒そして﹁小土地所有﹂は﹁小耕

諸原因の一つとしているものである︒すなわちエンゲルスの農民階

ないであろうし︑第二と第三の点はマルクスが分割地所有の没落の

うち第一のものは農民的分割地所有の本質的メルクマールに外なら

(﹁農村の階級をいかに区分するか L︑毛沢東選集第一巻﹀︒以上の区

対象に︑地主・富農・中農・貧農・労働者に区分するものがある

‑農村プロレタリアート￨￨︑また毛沢東の半植民地中国の農村を

中農及び小農)を基準にしているといえることである︒だがそれぞ

るか︑売る立場(被搾取者)にあるか︑いずれでもないか(小農・

れは異なった発展段階にある農村を対象としていることからくる差

分のし方に共通に見られる点は︑労働力を買う立場(搾取者)にあ

模については基本的に家族労働の範閤内にあって︑たとえ一一雇傭労働

異を当然にもっている︒ここでは以上の指摘にとどめておくことに

層区分における小農は分割地農民に外ならない︒農民階級区分にお

を使用することがあってもたんに家族労働の補充をなすにすぎない

する︒

ける小農の古典的規定とされるエンゲルスの右の小農規定は経営規

こと︑そしてその農業経蛍のみによって家族の生活維持が可能だと

(H身 分 的 隷 属 関 係 ﹀ か ら 脱 却 し て お り ︑ し た が

直接生産者たる農民が︑封建的土地所有を基礎とする

なお︑同様の︑ないしこれを支持する見解はたとえば次を参

照︒船山栄一﹁分割地農民・小農地代および資本制地代︑大塚久

(4)

実質的に自由な所有者たること︒したがって生産諸条件の所有
(4)
者 直 接 的 生 産 者 で あ る こ と ﹂ ( 井 上 前 掲 書 ︑ 二 O八ページ)

E 農民が彼の労働および資本の充用場面のとしての土地の

ってそれに基づく封建的貢納から自由であること︒

経済外的強制

I
﹁

て示せば︑次のとおりである︒

分割地所有の本質的メルクマールは︑井上周八氏の言葉をかり

以上のことから︑資本制地代発生史論の対象としての農民的

いうことを意味しており︑またそれは︑基本的に搾取・被搾取の関
な小農は︑封建的土地所有に基づく経済外的強制から解放されて自

係をもたない経営を意味している︒資本主義社会におけるこのよう

おり︑そのかぎりマルクスのいう分割地所有農と同じものであり︑

由な土地所有者としてその﹁人絡的独立の発展﹂の基礎を獲得して
小農的土地所有日農民的分割地所有といえるであろう︒また賃借地

Yゲルスによ

における小農経営は︑賃借地の分割地経営となり︑自己所有地であ
れ賃借地であれそこでは小農日分割地農民である︒
農民内部もしくは農村における階級区分には右のエ

るもののほか︑レ!ニンの﹃貧農に訴える﹄(﹃レ l ニン全集﹄第六
巻)における︑農民はミ I ルから脱退する完全な自由︑自分の土地
を自分の好きなように︑処分する完全な自由をいまだもっていない
(
﹃
レ l ニン全集﹄第六巻三七四ページ﹀ロシアの農村を対象とする

九六O年所収︑日南田静真﹃ロシア農政史研究﹄御茶の水書富山︑一

雄︑高橋幸八郎︑松田智雄編﹃西洋経済史講座﹄ W︑岩波書宿︑一

区分il￨地主・富農・中農・貧農(半プロレタリアとプロレタリア)
ーーー︑及び︑コミンテルン第二回大会の﹁農業問題についてのテー

九六六年︑第一章第三節︒

ゼ原案﹂(向上﹃全集﹄第一一一一一巻﹀における資本主義諸国の農村を
対象とした区分t￨￨大地主・大農・中農・小農半プロレタリアート
﹁農民的分割地所有﹂と﹁農産物価格﹂の基礎的考察

五

と考えられる︒すなわち自由な土地所有たる農民的分割地所有

必須の契機とするというものではないことを合意しているもの

一
五

これを二言でいえば︑地代史論の対象たる農民的分割地所有

がどのようにして成立したか1 i買い取られたか︑闘い取られ
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日直接生産者の自由な土地所有︑ということであろう︒この自

とは封建的土地所有に基く経済外的強制から脱却した自営農民

は﹃資本論﹄当該章すなわち第四七章の章題にも明白に示され

として﹂も見い出される (KE八一五)︒しかし︑ここでの課題

のもとで封建的土地所有の解体から生まれてくる諸形態の一っ

民主主義の遂行であるという主張は完全に誤りであり︑﹁自由

意味するにすぎない﹂︑独立自営農民成立の条件は︑ブルジョア

有の解体﹄というばあい︑それは︑﹃農奴制的隷属の消滅﹄を

が︒)この点福富正美氏は次のようにいわれる︒﹁﹃封建的土地所

その具体的存在形態に多かれ少なかれ影響を与えるではあろう

ものではないと考え/られる︒(とはいえ︑その成立のし方は︑

ているように﹁資本制地代の発生史﹂論の対象としての︑本源

たか︑上から与えられたか1 iはその本質規定に影響を及ぼす

的地代諸形態から資本制地代形態への過渡的形態の一つとして

で自営の農民が成立するためには︑土地の付属物たる位置から

営農民の自由な分割地所有という形態は﹁支配的な正常な形

の農民的分割地所有の考察であって︑農民的分割地所有一般の

の農民の解放︑すなわち︑農奴制的隷属からの解放で十分であ

態︑としては﹂﹁古典古代の最良の時代 L にも︑﹁近代的諸国民

考察ではないのである︒そのような限定のもとに農民的分割地

ジ)

る︒﹂(山岡亮一一編﹃現代農業問題入門﹄有斐閣︑一九六三年︑三六ペー

は︑上から与えられたものだ︑ということがある︒例えば最近では

分割地所有範鴎によって把握することに反対する見解の根拠の一つ
に︑農地改革が結局は上からの改革として行なわれ︑その土地所有

(5﹀農地改革によって創設されたわが国自作農の土地所有を農民的

(5)

ける分割地所有についてはその存在が指摘されるだけにとどま

所有が取上げられているのである︒それゆえ︑古典的古代にお
るのである︒しかもまた︑近代的諸国民のもとでの分割地所有

ルクスが第四節﹁貨幣地代﹂において貨幣地代が発展すればそ

ある︒なお︑﹁ここで封建的土地所有の解体﹂というとき︑マ

九七六年︑二八ページ以下﹀︑保志怖(﹃戦後日本資本主義と農業危

上原信博(川上正道・上原信博﹃農業政策論﹄︹新版︺有斐関︑一

の各国における具体的存在形態の考察も行われてはいないので

のひとつの結果として﹁従来の占有者が自分の地代支払義務を

次にこの分割地所有形態存在の諸前提である︒マルクスはこ

書)などの諸氏によって主張ないし支持されている︒

機の構造﹄御茶の水書房︑一九七五年︑第二章﹀︑井野隆一(前掲

買いもどして︑自分が耕す土地の完全な所有権をもっ独立農民
に転化する﹂ (KE八O七)と述べている点に留意する必要があ
ろう︒このことは︑農民的分割地所有の成立にあたり︑必ずし
も農民的農業(土地)本命を構成要素とするブルジョア革命を

﹁土地所有のこの形態は次のことを前提する︒すなわち︑そ

は︑商業や都市工業や商品生産一般が︑したがってまた貨幣流

あるように思う︒すなわち︑﹁生産物地代の貨幣地代への転化

てマルクスが次のように述べていることを想起しておく必要が

が︑このさい地代形態の発展序列の前段階たる貨幣地代につい

れ以前のより古い土地所有諸形態の場合と同様に︑農村人口が

通が︑すでにかなりの発展をとげていることを前提する﹂︒﹁直

の前提について次のようにいう︒

って︑他の点では資本主義的生産様式が支配的だとしてもそれ

都市人口に比べて数的にははるかに優勢だということ︑したが

を自分で生産しているとはいえ︑今では彼の生産物の一部分は

商品に転化させられなければならず︑商品として生産されなけ

接生産者は相変わらず自分の生活手段の少なくとも最大の部分

ればならない︒そこで生産様式全体の性格が多かれ少なかれ変

は相対的にわずかしか発展しておらず︑したがってまた他の生

は農村生産物のより大きい部分がその生産者たる農民自身によ

散が優勢だということを前提する︒事態の本性上︑この場合に

れた存在を失う︒今では多かれ少なかれ生産費のなかに貨幣支

えられる︒それは︑その独立性を失ぃ︑社会的関連から分離さ

産部門でも資本の集積は狭い限界のなかで運動していて資本分

って直接的生活手段として消費されねばならず︑ただそれを超

すでに商品生産の一定の発展︑したがって種々の生産物の市場

り︑生産物地代の貨幣地代への転化と貨幣地代の発展において

出がはいっていくその割合が決定的になる﹂ハK E八O五)つま

える超過分だけが商品として都市との商業にはいるのでなけれ
ここにあげられている諸条件について二つの点で注意される

ばならない﹂ (KE八一三﹀
べきであろう︒第一は﹁他の点では資本主義的生産様式が支配

とはいえ︑勿論︑この段階において発展度の低いものであれ︑

資本制生産様式が農業外で支配的だという想定はできないだろ

価格︑ほぼ価値どおりの価格︑を前提するということである︒

う︒分割地所有論における農業生産は少なくともこの貨幣地代

的だとしても﹂と述べられている点である︒当面分割地所有が
経営によって埋めつくされている又は支配的であるとするか︑

問題であるわけなのだが︑農業においては分割地所有農民の小
資本主義的農業経営との併存とみるかという点であるが︑地代

るべきであろう︒分割地農民の生産物のうち商品化される一部

段階と同程度もしくはそれ以上に商品生産化していると想定さ

分が相対的にはいかに小さなものであれ︑その商品化はもはや

史論の対象として︑過渡的形態を問題にしておりかつ特定国の
態は想定しにくい︒第二に︑農業生産の商品生産的性格である

ある︒そして当然ながら︑資本制生産の発展とそれに伴う都市

偶然ではないのであって商品として生産される︑ということで

考察でない点か︑りして︑資本主義的農業'経営との併存という事
が︑ここでの叙述からは︑なお自給自足的自然経済が基本的で

一五三

自家消費の超過分だけが商品化されるかのごとくである︒だ
﹁農民的分割地所有﹂と﹁農産物価格﹂の基礎的考察

一五四

作農的土地所有の性格を農民的分割地所有の概念をもって把握・規
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人口の増大は︑農業生産の商品生産化を漸次拡大し︑農業生産

接生産者たる農民が封建的土地所有を基礎とする経済外的強制から

わが国自作農が農民的分割地所有をもって把握されるには︑ H直

範鴎をもって把握されるとしている︒

点﹂をあげ︑これら諸点についてほぼ次のように検討し分割地所有

論争点を﹁

ω金納地租︑問自作農の貧困︑則自由な土地所有︑の三

井上周八氏はわが国農地改革前・後の自作農の性格規定に関する

われてきた︒

定しうるか否かということが焦点の一つとなって︑賛否両論が行な

で︑農民内部に競争がおこり︑農業外の事情とも関連して農民

内部の分業の進展といっそうの商品・貨幣関係の進展のなか

の階層分化・分解が進行していくことになる︒
最後に︑農民的分割地所有︑とくに生まれたばかりのそれ
は︑次の二つによって補足されていると前提されていることを
付加しておこう︒すなわち︑農村家内工業と﹁家畜の飼養を可

る︒しかし︑資本主義の発展とともに︑前者は大工業の発展の

能 に す る 唯 一 の も の で あ る 共 有 地 ﹂ (KE八 一 主 ) の 存 在 で あ

こと︑同農民がかれらの労働及び資本の充用場面としての土地の実

脱却しており︑したがってそれに基づく封建的貢納から自由である

質的に自由な所有者たること︑の二点を具有するものでなければな

ために滅び︑後者は大きな土地所有者によって横領され︑それ
ぞれこの土地所有を没落させる諸原因のひとつとなるのであ

らぬ︒わが国自作農の場合かかる土地の所有者であって何ら借地料

ωの自作農の支払う地租

る︒

れを論拠に日本に分割地所有範鴎は成立しえないとする問講座派の

の問題︒この点︑高率の金納地租の(半)封建的性格を主張し︑こ

を支払わないことは明らかである︒そこで
地所有を解体し広範囲な自作農を創設したのであるが︑農地改革が

︹補注︺周知のように戦後わが国の農地改革は改革前の寄生地主的土

ある点︑地租が当初量的に封建的責租と大差ないことからその近代

は封建的土地所有に基づく経済外的強制による封建地代とは異質で

的租税たることを否定できない点︑から地租を理由にわが国(改草

見解に対し︑明治以降の農民の支払う地租(小作料の場合も同様﹀

￨￨最近この点について︑農地改革理念からの背馳が顕著になるな

前﹀自作農を封建的農民と同一視し︑独立農民たることを否定する

もたらした諸結果︑とくに改革後の自作農的土地所有の性格したが

かで︑六0年代以降進行する事態に対して︑あらためてその意義を

ってまた自作農民の性格規定については︑農地改革それ自体の評価

問う必要(障峻衆三﹃日本農業問題の展開﹄下︑東大出版会一九八

立自由な自営農民﹂または﹁小農﹂でないことの根拠として︑﹁耕

自作農民の貧困である点︒日本の自作農が範曙としての﹁独

見解を誤りを批判される︒

作者たる資格に対する土地所有者たるの資格の︑役割が︑圧倒的に

ω

四年︑三六九ページ)︑農地改革の限界が誰の自にも明らかになっ
御茶の水書房一九八一年︑三七四ページ﹀が提起されているーーと

てきた現段階からの再評価の必要(保志怖﹃日本農業構造の課題﹄
ともに多くの議論が交されてきている︒そのさい改革後のわが国自

存維持のために自己の所有する零細版の土地を︑ただそれだけを︑

作︑同半隷農的定雇を持つ自作︑門間半隷農的自作(ミゼラプルな生

強いこと︑それでも尚自作として止まるのは

H小地主を兼ねる自

巨大なること﹂を指摘し︑このため自作するより寄食化する傾向の

な﹂ということの真の内容が確立するという井上晴丸氏の見解ハ﹁農

行動的に奪取したものである点に︑自由な分割地所有成立の﹁自由

点とともに︑それが上から与えられたものではなく農民自らの手で

必要な土地を自由に使用処分(売買)しうる財産として持つという

る小池基之氏の見解(﹃農業近代化の理論﹄)︑農民がその小生産に

いずれも分割所有農民 H独立自営農民が﹁自由な﹂といわれる理

地改革の形態 L︑山田盛太郎編﹃変革期の地代範鴎﹄所収﹀につき︑

自己労働実現の手段として用うるの余儀なきにある所の形態)とさ
れる山田盛太郎氏の見解(﹃日本資本主義分析﹄一九O I一九一ペ

の自由とは︑封建的土地所有に基づく経済外的強制からの脱却及︒ひ

由を不正確に把握されていることを指摘されている︒そしてここで

ージ)をとりあげ︑家族労働力と些少な資材とをもって︑その所有
する小土地を耕す自作農︿上記国)までも半隷属的であり︑ミゼラ

封建的貢納からの自由であり︑土地の自由な所有者の意であるこ

プルな状態にあるから独立自営農民ではないとされる点を問題にす
る︒自作農は土地の所有者ではあるが︑ミゼラプルであり︑従って

のであるか︑上から与えられたものであるかはそれ自体重要な事柄

と︑またこの自由が下からのブルジョ草命によって闘い取られたも

であるにせよ︑農民的分割地所有の本質的標識をなすものではない

半隷農的であるがゆえに︑分割地所有者ではあるがマル F スのいう

ことが指摘された︒(前掲書︑二三三I八ページ)

分割地所有範臨時には妥当しないとされるこの見解では︑農民が土地
の私的所有者である点より土地の私有がいかなる状態にあるかとい
の﹁分割地所有﹂の本質的標識は先にあげた二点であること︑また

一五五

地代は︑ともあれ資本制的生産様式が発展している諸国では︑

いうことがまず指摘される︒続けて︑マルクスは﹁といっても

は ︑ 剰 余 価 値 の 分 化 形 態 と し て は 現 象 し な い ﹂ (KE八 一 二 ) と

仲間四冨も支払われず︑したがって地代
態 で は 何 ら の 借 地 料 HURV

な わ ち 自 営 農 民 H直 接 生 産 者 の 自 由 な 土 地 所 有 と い う ﹁ こ の 形

右にみたような諸前提において成立する農民的分割地所有す

産物価格

農民的分割地経営における地代と農

う点が重視されているが︑しかし資本制地代発生史論の対象として
分割地所有の存在形態はその歴史的発展段階及び各国資本主義の各
々の外的条件により異なることから︑たとえそれがミゼラプルな状
態に務ち込んでいても︑二点の標識を本質的契機として持っかぎり
農民的分割地所有にほかならない︒むしろ資本主義の発展とともに
必然的に分割地所有こそ貧困の原因となるものであり︑従って貧図
でありミゼラプルであるということは日本の自作農が本質において
農民的分割地所有であることを否定しない︑とされた︒
間の﹁自由﹂の解釈について︒自由な土地所有における﹁自由
な﹂とは分割地所有の二つの標識を認めつつさらに拡張して︑土地
所有が農業生産の発展に対して何等の障碍ともならないことだとす
﹁農民的分割地所有﹂と﹁農産物価格﹂の基礎的考察

資本家としての自分には利潤を請求し︑土地所有者としての自

一五六

他の生産部門との比較による超過利潤として︑ただし︑総じて

分には地代を支払う﹂︿ K E八八二)とみなすことができる︒す
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農民の労働の全収益と同じく農民に帰属する超過利潤とじて︑

なわち分割地所有農民は三つの人格に︑(賃)労働者・資本

ここでは︑農民的分割地所有のもとでの農民経営においては

(6)

みずからを表示するのだが﹂ハ同上)と述べている︒

た彼の所得を︑労賃・利潤・地代というブルジョア的 H資本主

家・土地所有者に分離され︑かつて身に兼ねたものとして︑ま

二
た正当でもある (KE八八二 1 一

)0

義的諸範鳴に分離し︑擬制的に説明することが可能であり︑ま

土地所有者 H土地経営者であるから土地所有は土地経営(土地
への資本及び労働の投下)に対する外的制限として対立してい

がって︑分離が実際に生じていないところでは︑分離が仮定される

(6﹀﹁この分離は︑この社会では正常の関係として現われる︒した

ないこと︑したがって︑農産物価格のうち生産価格を超える超
た場合すなわち農産物の価値が実現された場合でも利潤に対立

る
﹂ (KE四九八﹀ことに留意しなければならない︒このことか

内部では非資本家生産者も資本家的表象によって支配されてい

ところで﹁資本制的生産によって支配されている社会状態の

地所にとっての商品の価格の超過分は︑明らかに︑この場合に

うとも︑差額地代︑すなわち優等地または比較的好位置にある

生産物の平均市場価格がこの場合にどのように規制されていよ

さて差額地代について︑マルクスは次のようにいう︒﹁土地

されるからである﹂(マルクス﹃剰余価値学説史﹄︑全集第二六巻第
一分冊︑五二 0ページ﹀

常なものとして現われるからであり︑したがって同一人が違った諸
機能を兼ねている場合でさえも︑分離が︹正常な︺関係として固持

のであって︑いま示したように︑そのかぎりでは正当である︒なぜ
なら:・この場合には︑結合が偶然なものとして現われ︑分離が正

過分 (H﹁他の生産部門との比較による超過利潤﹂)が実現され

のポケットに労賃・利潤・地代の区別なしに混合所得の一部と

する独自の範鴎たる地代として現われず︑超過利潤は農民自身

いる︒なおついでにいえば︑右の叙述から︑マルタスは農民的

して︑超過所得として帰属する︑ということが明らかにされて
分割地所有のもとでの農産物価格についてもその考察は価値を

ら︑分割地所有農民が﹁ 自
ι 分自身のために労働し自分自身の生

い︒およそ一般的な市場価格がまだ発展していないような社会

も資本主義的生産様式の場合と同様に存在しなければならな

内在的始点としていると理解される︒

産物を売るとすれば︑彼は第一には︑自分自身を労働者として
自身を自分の借地農業者として充用する自分自身の土地所有者

も︑この差額地代は存在する︒そのような場合には︑差額地代

状態のなかでこの︹分割地所有︺形態が現われる場合にさえ

充用する自分自身の雇傭者(資本家)とみなされ︑また︑自分
とみなされる︒彼は賃労働者としての自分には労賃を支払い︑

生産においでは︑土地有限性に基づく経営の独占と土地豊度の

だけである﹂(KE八一四)商品生産の墓礎上での土地(農業)

た自然条件の下で自分の労働を実現する農民の懐中に流れ込む

は超過剰余生産物として現われる︒ただそれが︑比較的恵まれ

自家需要を充たすためものであって︑﹁一般的利潤率による調

同時に︑分割地経営や小土地所有の場合には︑生産は基本的に

でしかその価値に達しないであろう︒﹂(KE八二己右のことは

るのだから︑生産物の規制的市場価格はただ異常な事情のもと

多数にとってその労働や資本の不可欠な従業場面として存立す

直接的生活維持のための農耕として存立し︑また土地は人口の

節とは無関係に行なわれる﹂(KE四八一﹀ために生産価格に達

が存在すれば︑最劣等地の個別的費用ないし生産価格が市場調
節的となり︑優等地のそれとの間に差額が生じ︑この差額が土

な場合︑たとえば︑全く特別な品質の︑一般に比較的少量しか

することも通例的でないーということになろう︒(しかし特殊

不等性・漸減性を自然的基礎とする各経営の生産力の不等性と

地所有によって地代に転化する︒分割地所有農民の場合︑土地

生産されない葡萄を産する葡萄山が生む独占価格から流出する

所有者 H生産者(経営者)であるため︑この差額は地代として
外化された自立的形態をうけとらない︒分割地所有がこの差額

超過利潤がその所有者に帰する場合には︑一般に商品生産の基

分割地所有において︑市場調節的価格と個別的費用または生

礎上では独占地代を生ずるであろうJ

を農民に取得させるものであることは分割地経営が賃借地で行
われる場合を想定すれば明らかであろう︒

産価格との差額として生ずる差額地代︑および絶対地代部分に

では絶対地代についてはどうか︒これに反して︑﹁この︹分
割地所有︺形態の場合にこそ︑平均的には︑絶対地代は存在し

相当する部分が農産物価格のうちに実現しうるか否かは市場条

場価格がどう規制されようと位置又は豊度のよい地所にとって

ないものと︑つまり最劣等地は地代を支払わないものと︑みな

の商品価格の超過分が実存する﹂とはいえ︑価格水準の如何に

地代の実現はほとんどないといえよう︒差額地代の場合︑﹁市

ろが︑分割地所有のもとでは︑耕作農民にとって制限としての

よっては︑資本主義的生産の場合には平均利潤たるべき部分又

件にかかるのであるが︑上にみたように︑差額地代に対し絶対

土地所有の独占は存しないのであるから︑資本家的借地経営に

はその一部でありうる︒平均利潤を実現し取得することなしに

してよいのである︒﹂(KE八二ニ﹀絶対地代は︑資本の有機的構

おけるように土地所有(外的制限)が農産物価格騰貴の創造的原

生ずるこうした差額は平均利潤から支払われるとも見なすこと

成の低位と土地所有の独占というこ条件の下で成立する︒とこ

で通常は達しえないということになるであろう︒またマルクス

因となって農作物の市場価格がその生産価格をこえて価値にま

h

ができる︒その点か りすれば︑利潤に対立する独自の範鳴とし

一五七

はその理由を次のようにいう︒﹁この場合には農業の大部分は
﹁農民的分割地所有﹂と﹁農産物価格﹂の基礎的考察
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(7)
て成立してはいない︒しかしこの差額は︑最劣等地で市場調節
的価格が規定されることを基礎として最劣等地の豊度を相対的
にゼロとしてこれに対する優等地の最度の差に比例して生ずる
という点で(土地的条件の差異に起因するという点で)差額地

一五八

東井氏は山岡氏の見解をうけて︑農民的分割地所有の過渡的性格

述べられた︒

7ルクスが農民的分割地所有の過渡的性質を

は︑その経済的実現たる﹁地代﹂に求めるべきであるとして︑次の
ように主張される︒﹁

外的強制﹄から解放されたことに重点をおけば︑:・資本制的借地

なっている点に求めているとは考えられない︒というのは︑﹃経済

農民が︑﹃経済外的強制﹄から解放されて﹃土地の自由所有者﹄と

︿7)山岡亮一氏は︑マルクスは﹁分割地所有において︑叉分益制度

農業者も﹃経済外的強制﹄から解放されているからである︒また︑

代としての性格をもっている︒

において︑更に・:︑従って過渡的形態のすべてを通じて︑この形

ての土地所有の制限はなくなってるから﹄ (KE ・﹀︑そのかぎり

資本制借地農業者が﹃借地契約が続くかぎり︑彼の土地投資にとっ

において土地の自由な所有者である︒マル F スが分割地所有者の過

態においては地代がもはや剰余価値一般の正常的形態としては現象

渡的性質を求めたのは︑むしろ︑分割地所有の経済的実現たる﹃地

しないことを明らかにすることを目的として︑:・資本主義的地代
は単なる超過利潤の形態としてのみ現象する・という段階に到達

形態のように利潤が剰余価値一般の正常な形態として現象し︑地代

一九六二年︑一一ページ)﹁分割地所有のもとでは農民は彼じしん

の土地の自由な所有者であって︑地代は剰余価値の分化形態として

代﹄に求めたと考えられるのである﹂(﹃日本の農業政策﹄有斐関︑

は現象しない︒しかし︑分割地所有のもとでは﹃一種の擬制地代﹄

していないという消極的側面において︑更に封建的地代のように︑
たという積極的側面において︑過渡的形態をこの両者︑資本主義的

地代が剰余価値一般の疋常的形態として現象する段階は既に通過し
地代︑封建的地代と区別することのみを目的としている﹂︿﹃農業経

によって分割地所有の町地代﹄の過渡的性格を展開している・土

クスは︑土地価格および土地価格の利子において先取りされる地代

地価格および土地価格の利子において先取りされる地代は︑農民の

としての土地価格および土地価格の利子が存しうるのである︒マル

態論において例示された諸形態について﹁全剰余価値が利潤と混同

剰余労働のうち資本化された一部分であって︑﹃利潤と解される﹄

済理論の研究﹄有斐閣一九六二年︑二六回1五ページ)といわれ︑

されたり︑全剰余価値が地代として現象したり︑地代と利潤とが一

し︑﹃地代として現象﹄したりするがゆえに︑﹃地代と利潤も一致

さらに分割地所有における地代のみならず︑第五節の過渡的地代形

ているが︑過渡的地代形態に共通にいえることは︑﹁剰余価値の相

である︒この点において︑地代が剰余価値の正常的形態でもなく︑

するのであって︑剰余価値の相異なる諮形態の分離は生じない﹄の

致したり︑地代は剰余価値の分化形態として現象しない︑等いわれ
異なる諸形態の分離の不明であること﹂︑﹁地代が剰余価値一般の正

地代の過渡的性格を見出すのである﹂(同上︑六三t五ページ)東

常的形態としては現象せず︑又地代が単なる超過利潤の形態として
閣欄一現象することはないという一点である﹂(向上︑二六八ページ)と

井氏はこのように︑さきの井上周八氏による農民的分割地有の本質
的特徴づけに氏の見解を対立させているが︑むしろ︑東井氏の主張
は井上氏による本質規定 !ls土地所有論的規定ーーを補足するも
の︑あるいは両者は表裏をなすものと思われる︒というのは︑地代
は土地所有の実現形態にほかならないのであるから︑地代形態は土
地所有形態によって規定されざるをえないし︑また東井氏が強調さ
れる﹁擬制地代﹂たる土地価格及びその利子は自由な土地所有の表
現でありそれが利潤とも地代とも解されるのはこの土地所有のもと
で所有者と経営者とが未分離であることのためである︒

してのち彼が自分自身に支払う労賃にほかならない︒生産物の

であろう︒そして︑しばしば︑労賃が肉体的最低限に達するま

価格が彼にこの労賃を保証するかぎり︑彼は自分の土地を耕す

右の引用から︑農産物の価格形成に関して次のことが明らか

で︑彼はそうするであろう﹂ハKE八一四)

分割地農民には地代の必要はなく︑生活維持が目的だから平

である︒

均利潤も生産の条件とはならず︑本来の費用を控除して自分自

と︒いわゆる C 十V︑費用価格水準が小農的生産を可能にする

身に支払う労賃部分が実現できれば生産継続可能だというこ

価格水準であるということである︒すなわち︑資本主義的農産

擬制的なものであれ差額地代および絶対地代に相当する部分
を農産物の価格のうちに実現しうるかどうかは市場条件にかか

の個別的生産価格が市場調節的となるのに対し︑農民的分割地

所有のもとでは最劣等地における本来的費用(不変資本H C相

物の価格の場合は絶対地代を捨象すれば最劣等地の標準的経営

当部分)プラス最低の肉体的生存の維持という線が市場調節的

っているのであるが︑さきに見たように︑差額地代部分に対し

の︑資本的経営的条件において社会的・平均的な農業経営の個

な場合︑資本制生産のもとでの農産物の市場価格が最劣等地

る最低限度にまでくい込まれる農産物価格水準はもちろん日常

価格の最下限となる︒ここで労賃部分が肉体的生存を可能にす

絶対地代の実現の可能性は殆んどないといってよい︒このよう

別的生産価格プラス絶対地代を中心に変動するのに対し︑どこ

制限をはるかに超えて下がりうるであろう(この点東井正美﹁農

中心・市場調節的価格である︒日々の価格変動の最下限は右の

的ないし季節的に変動する市場価格ではなく︑それらの変動の

まで低落するのであろうか︑またどのような特殊性をもつので
﹁分割地農民にとって搾取の制限として現われるものは︑一

民的分割地所有のもとでの農産物価格﹂山雪会﹃現代農業と小農問題﹄

あろうか︒

はなく︑他方では︑彼が土地所有者であるかぎりでは地代の必

方では︑彼が小さな資本家であるかぎりでは資本の平均利潤で

有斐関︑一九七二年︑三七九t八0ページ参照)︒

一五九

こうしたことが生ずるのは︑ひとつには︑農民の生産物が他

要ではない︒小さな資本家としての彼にとって絶対的な制限

$8zgmnvBロ宮として現われるものは︑本来の費用を控除
﹁農民的分割地所有﹂と﹁農産物価格﹂の基礎的考察

の手工業的生産者の場合とは異なって主要な生産物がただちに

持つ生産者 H労働者であるといってよかろう︒すなわち︑生産

というのは︑生産手段と生産物に対して直接かつ単純な関係を

ての分割地農民は︑単純商品生産者であろう︒単純商品生産者

一六O

生活のために消費することのできる食糧￨￨人間の第一義的生
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活手段であるーーであるということ︑また他方ではそのような

生産物を生産手段の所有と自己労働とに基づいて自己のものと

手段を私有し︑自己の労働と自己の生産手段によって生産した

なし︑商品化する商品生産者である︒マルクスのあの﹁小経

肉体的生存のギリギリのところまで追い込まれても農民が土地
資本制生産の場合︑農産物価格が農業資本に平均利潤をもた

であろう︒こうした商品の価値の規定は﹃資本論﹄冒頭の社会

営﹂である︒このような商品生産者の生産する商品が単純商品

を︑すなわち農業を離れて他に生きる術がないからである︒
らさなければ︑その資本はひきあげられ︑供給が減じ︑結局︑

的必要労働時間による価値規定が妥当するであろう︒

生産価格水準におちつく︒小農生産では︑価格が低下しても農

このような単純商品生産者たる分割地農民は資本家︑賃労働

民はすぐには生産をやめられない︒資本主義の発達につれ必要
資本額は大きくなり︑小農民には資本家に転化する道は事実上

の人格(生産要素の所有者﹀の資格に基づいてそれぞれの収入

を実現︑包摂する水準で価格が決定されるなら価値水準という

者︑土地所有者の三つの人格を兼ね具えている︒彼がこの三つ

ことになる︒だがそうした類推・擬制を許すとはいえ︑類推は

とざされることになるので︑農業を継続するか賃労働者になる
農業生産は続けられることになる︒農産物の市場調節的価格の

かしかない︒そこで︑生産価格以下でも生活を支えうるかぎり
最下限は標準労賃が確保されるなら︑費用価格水準である︒こ

その実現の根拠ではないであろう︒

くところをみてみよう︒次のマルクスの叙述は︑資本制社会の

ここで資本主義的諸範曙の類推︑擬制についてマルクスの説

うした価格決定は︑農民が賃労働者に転化しうることが前提さ
い場合︑費用価格以下になってもかれは生活水準を引き下げ︑

表面においては労働によって生み出された価値の分解形態たる

れている︒しかし︑農外資本の労働力需要がたえず比較的小さ

諸収入形態が︑その源泉たる労働との関連が切断されて︑逆に

収入諸範鴎が独立の価値構成要素となるという﹁転倒された外

労賃部分にまで喰い込む低価格に耐えて生活を支えうるかぎり
分割地農民はいうまでもなく︑独立の商品生産者である︒彼

農業生産をつづけることになる︒

観﹂が生ずる諸事情を明らかにした︑その第五のものである︒

加えられた労働を表わす価値を労賃︑利潤︑地代という収入形

﹁第五に︑資本主義的生産様式の基礎の上では︑新たにつけ

の生産物の圧倒的部分が自家消費にあてられようとそれは変わ
らない︒少なくとも︑彼の生産物の商品化が偶然の結果ではな
く︑反復的な商品化であるかぎりそうである︒商品生産者とし

態に分解させることがまったく自明なことになるので︑この方

の生産物の価格がその価値を実現する水準にあっても不当では

とか不当とかはみなされておらず︑反対に︑ある程度までは不

ない︑ということであろう︒しかし小農の生産物の価格は価値

当ではないとさえいっているのである︒ということは︑小農民

水準にあるべきだといっているわけではないであろう︒その水

法が:::もともとこれらの収入形態の存在条件がないところで
れらの収入形態のもとに包摂される﹂︒﹁もし一人の独立の労働

も適用されるのである︒すなわち︑いっさいが類推によってこ
者￨￨これを一人の小農民としよう︑というのは︑その場合に

た価値がどれだけ価格において実現されるかはまさに彼がおか

れている社会経済的条件によるであろう︒例外的に有利な市場

準でも不当ではない︑といっているにすぎない︒農民が生産し

・::彼は︑賃金労働者としての白分には労賃を支払い︑資本家

るような場合には右にいうような収入の三形態を範鴎的にも実

条件に恵まれて彼の生産物の価格が生産価格を超え価値に達す

は三つの収入形態のすべてを適用することができるから￨￨が

としての自分のためには利潤を要求し︑土地所有者としての自

自分自身のために労働して自分自身の生産物を売るとすれば︑

分には地代を支払う︒資本主義的生産様式とそれに対応する諸

である場合の地代と農産物価格についてはどうだろうか︒分割

次に分割地農民がその土地の所有者ではなく賃借者(小作人﹀

であろう︒

の労働のおかげではなくて生産手段￨￨これはここですでに一

地所有農民と賃借地において農業を営む小作人はともに封建的

現し包摂することができるし︑決して不当ではないということ

般的に資本という形態をとっている￨￨の所有だというかぎり

土地所有の解消の結果生じた諸形態の一つとしての小農経営で

関係とを一般的な社会的単礎として前提すれば︑このような包

では︑正しい﹂︒﹁資本主義的生産様式に対応しない生産形態で

摂は︑彼が自分自身の剰余労働を取得することができるのは彼

も!￨しかもある程度までは不当でなく￨ 1資本主義的生産様

で異なるにすぎない︒本源的地代の最終形態であり解消形態で

のに対し︑後者はその土地のたんなる賃借者である︑という点

ある貨幣地代の発展において隷属農民は単なる借地農業者に転

あり分割地農民である︒ただ前者が自由な土地の私有者である

右の引用においては︑資本主義のもとでは価値生産物は三つ

式の収入形態のもとに包摂されることができる﹂︿以上︑ KE

の収入形態(労賃・利潤・地代)への分解が明白となるので︑

地所有者が生まれる一方で︑買い戻すことができず相変わらず

化し︑生産の発展のなかで地代支払義務を買い戻して自由な土

八八二t 一
ニ
)

これらの収入形態の存在条件(資本主義的三分割制)が欠如し

一六

借地農業者としてとどまるものもいる︒勿論︑農民的分割地所

ている場合(独立の労働者 H小農民)にも適用され︑三つの収
入形態のもとに包摂されている︒このような類推︑擬制を誤り
﹁農民的分割地所有﹂と﹁農産物価格﹂の基礎的考察
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ることを指摘され次のように述べられた︒﹁いうまでもなく労賃お
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有の成立のし方は様々でありうるし︑借地農業者 H小作人の成

よび利溺に対立するところの﹃名目地代﹄という範障があるのでは
ないが︑ただし一般に﹃名目的にのみ地代﹄ U﹃名目地代﹄という理

騰時には差額地代はもちろん時には絶対地代部分も実現でさる

超過利溜の実現も制限ではない︒ただ彼と彼の家族の生計を維

農民の再生産にとって︑平均利潤の実現も︑地代に転化すべき

以上︑みてきたように︑農民的分割地所有のもとにあっては

﹁名目地代﹂は平均利潤や労賃からの控除分のほかに土地資本の利
子を含むことがある︒ (KE三七草)

割地所有﹄の基礎的考察﹂前掲書︑二二八ページ﹀

解のもとに﹃名目地代﹄なる用語が用いられている﹂(﹁﹃農民的分

立についても同様であろう︒借地経営農民は借地料を支払わね
ばならない︒農産物価格が分割地所有農民のC十V水準 (Vは
正常なあるいは標準的な大きさ)で実現する場合︑借地料は借
地農民の生活水準を肉体的限界にまで引き下げることにより支
払いうる︒土地所有農民の肉体的生存の推持が困難になるよう

ことがある︒この場合には︑借地料がこれらの実現された地代

な水準なら借地料を支払うことは無理である︒農産物価格の高

部分から支払われることになろう︒逆に価格の低落時には地代

すれば︑分割地所有農民の生産する農産物の市場価格は︑本来

持するに必要な労賃部分だけが制限￨￨絶対的制限である︒要

的費用(消費された生産手段の価値部分￨￨C)プラス自家労

はもちろん利潤やさらに労賃の一部さえも実現することができ
よりも遥かに甚だしく︑利潤の一部分を︑および労賃からの控

という水準を調節的市場価格の最下限として変動する︒このC

賃 (Vllしばしば肉体的最低限に達するギリギリの生活費)

ない︒借地農民の場合︑﹁借地料は︑他のどんな関係のもとで
除分をすら包含する﹂ (KE八一八)ことになる︒この場合の借

+Vは︑農産物の社会的需要を充たすに必要な耕地のうち最劣

地料はいうまでもなく利潤や労賃に対立する独立の一範鳴とし
(8)

ての地代ではなくいわゆる﹁名目地代﹂ H﹁名目的にのみ地代﹂

等地のそれである︒

であろうか︒次にこの点を検討しよう︒

収︑あるいはその土地価格の利子の実現は制限とはならないの

ところで︑農民が土地の購入に支出した貨幣(資本)の回

(同上)であるにすぎない︒賃借地の分割地経営農民が支払う
まるものではないであろうが︑分割地所有農民のもとに利潤や

借地料が範鴎地代であるか名目的な地代であるかは一義的に決
地代を価格のうちに実現させる積極的な契機が欠けている点か
いわゆる﹁名目地代﹂について井上周八氏は長谷部訳(青木文

らすると名目的な地代になる傾向が強いと考えられる︒
庫版﹀と向坂訳(岩波文庫版)とを対照して後者が正確に訳してい

(8)

四農民的分割地経営における﹁土地価
格の利子﹂と﹁農産物価格﹂
土地価格は理論的には地代の資本還元されたもの(土地価格

も潜勢的には土地価格をもっているといってよいであろう︒

だが︑資本還元されて土地価格となる地代は土地所有の経済

的実現である︒だから地代はそれが範臨時地代であれ︑その一部

立するところに成立する︒それゆえまず賃借地において分割地

又は全部が名目地代であれ︑土地所有と土地経営とが分離・対

経営が営まれている場合の土地価格をみておこう︒前にみたよ

H地代/利子率)であり︑先取りされた地代にほかならない︒

前に見たように︑何らの借地料も支払われない農民的分割地所

た後の労賃部分の取得(正常的ないし標準的労賃の確保を前

うに︑農民にとっての生産の絶対的制限は本来的費用を控除し

提)であるから︑最劣等地における借地料はこの労賃部分を超

有のもとにおいて︑優等地における差額地代は市場価格がどの
ないものと︑みなしてよいのである﹂(前出)といわれるよう

える剰余生産物の価格によってしか支払うことはできない︒し

ように規定されようと成立するが︑﹁最劣等地は地代を支払わ
に絶対地代は成立しない(既にみたように差額地代が成立する

ればならない︒といっても借地料が価格から支払われるかぎり

たがって農産物価格はこの借地料に相当する分だけ上昇しなけ

では︑借地料を任意の高さに設定することはできず︑市場条件

とはいっても類推・擬制にすぎず︑利余価値の分化形態として
の優等地においては土地価格成立の根拠を有するといえるが︑

が許容する範囲でしか収得することはできない︒こうして実限

自立的形態をもつものではない)︒だとすれば︑最劣等地以外
最劣等地にはそれがなく︑したがって土地価格は成立しないと

平均利潤を超える超過分から支払われる地代が︑ここでは農民

の実現される唯一の部分であって︑資本制的諸関係のもとでは

にとっての利潤たるべき部分から支払われる︒すなわち︑この

し支払われる借地料は最劣等地の農民にとっては彼の剰余労働

い︒すなわちいずれの土地も︑最劣等地も価格を有しているの

借地料は平均利潤の一部又は平均利潤から支払われるかぎりで

いうことになるであろうか︒現実にはいかなる土地も私的に所

である︒それでは最劣等地の土地価格の根拠はどこにあるので

有されているところでは無償で土地を取得することはできな

あろうか︒

み地代であるようなそれ﹀である︒さらに名目地代は生活水準

は︑範鳴としての地代ではなくいわゆる名目地代(名目的にの

の切下げ︑労賃の切下げによって支払われうるのであり︑それ

すでにみたように︑農民的分割地所有は直接生産者たる農民

が標準労賃と切下げられた労賃との差額によって支払いうる大

の自由な土地所有である︒土地は私的に所有されるとともに譲
ころでは︑直接に土地取引(売買)の対象となっていない土地

一六

渡可能になる︒すなわち土地が私的に所有されつくしていると
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一六回

て成立しようと︑いずれにせよ買われたものである︒この買戻

革命による封建的土地所有の廃止・農民への土地払下げによっ

し又は払下げのために要した貨幣額は農民所有地の土地価格の

さきであるかぎり︑農産物価格は土地所有農民の C 十V ( Vは
こうして最劣等地に借地料 H名目地代が成立し︑その資本還

一つの根拠となるであろう︒また買戻し︑払下げに応じられな

標準労賃)を超えて騰貴することは必要でない︒

かった農民は封建的土地所有の解体後は借地料を支払う単なる

となる︒土地所有農民はその土地の売却にさいし︑彼の土地が

借地農業者となり︑その借地料はその賃借地の土地価格の根拠

(9)

の根拠を獲得することになる︒このことは︑当然︑優等地に反

元として土地価格が最劣等地に成立する︒最劣等地も土地価格

まり優等地の土地価格は劣等地に土地価格が成立することによ

は何であろうか︒農民的分割地所有は封建的土地所有の解体か

対象になるととにかく価格がつくことになる︒価格評価の基礎

は資本形成は弱く︑﹁貸付可能な貨幣資本の形成はもっと弱い﹂

基調的な生産をおこなう分割地農民が国民の根幹をなす場合に

る﹂(KE八一九﹀から農民にはあてはまらない︒第二に︑自給

一に︑信用の一般法則は﹁資本家としての生産者を前提してい

しかし分割地所有が優勢であれば事態はそうはならない︒第

うことになる︒

な条件低利で経営資本の信用を提供することになるはずだとい

されたとすれば︑原理的には︑他方において農民にとって有利

え︑農民が低い利子率のために高い土地価格の支払を余儀なく

れば地代の大きさ如何によって変動することになる︒それゆ

地代を一定とすれば利子率の変動によって︑利子率を一定とす

土地価格は︑それが地代の資本還元であることか︑りすれば︑

べての私有地が土地価格を持つ︒

しそれが譲渡可能になると同時に︑少なくとも潜勢的には︑す

定し資本還元するであろう︒こうして︑自由な土地所有が成立

賃貸された場合に生ずるであろう借地料を右の賃借地を例に想

映して︑優等地の土地価格をつり上げることになるだろう︒つ
ってその分だけ騰貴することになるであろう︒
(9)
一定の貨幣収入はすべて資本還元され︑ある想像的な資本の利
子とみなされることができる︒だから現実の借地料が範臨地代では

参照)

なく︑その一部又は全部が平均利潤や労賃の控除分等によって支払
われる場合(名目地代)でも︑土地所有者に支払われ︑彼の収人と
なり︑彼の土地独占の経済的実現となる点で範鴎地代と同様であ
り︑また同様に土地価格にも規定的に作用する︒かくて土地価格は
現実的には借地料の資本還元されたものとなる︒(KE六三六t八
︑

だが︑分割地所有の下では何らの借地料も支払われやす︑した
がって土地価格はゼロであるかにみえる︒たしかにそれが自作

ら生じた︒それは貨幣地代(封建地代﹀の発展のうちに農民に

地たるかぎり価格はゼロであろう︒だがひとたびそれが売買の

よる地代支払義務の買戻しによって成立しようと︑ブルジョア

(向上)第三に︑土地所有が農民にとっての﹁生活条件﹂をな

た再生産の経済的基礎を狭くする﹂ (KE八一八﹀

﹁この場合(小農業が自由な土地所有と結びついている場合

るごとに︑また遺産の分割が行われるごとに︑農民の立場か︑り

し︑また土地が農民の資本と労働にとっての﹁不可決な投下場

すれば︑土地は新しく投資としてはいってくるのであり︑換言

なるので︑所有の変更が多くなる︒すなわち︑世代が新しくな

利子率に反比例して︑引き上げられる﹂(向上)ことになる︒

すれば︑彼によって買われた土地となるのである︒土地価格

￨￨河野)には︑土地が単なる商品として可動性をもつように

さらに資本形成が弱い状態にあっては﹁小さい買い手の数は大

は︑この場合には︑個別的な虚偽の生産費の︑または個別的生

面﹂をなす場合には︑﹁土地所有に対る需要が供給を超えるこ

きく︑大きな買い手の数は小さい﹂(向上)のが普通であり︑

産者にとっての生産物の費用価格の︑重要な一要素をなすので

とによって︑土地価格は︑利子率とは無関係に︑またしばしば

大きくまとめて売る場合よりもはるかに高い価格になる﹂(同

前述の需給関係と結びついて︑﹁土地は︑分割地として売れば︑

ある﹂ (KE八一六)

農民の土地購入に投ずる貨幣は︑農機具︑肥料︑家畜などの

上﹀かくして農民的分割地所有が優勢なところでは土地価格は

生産的な現実的資本とは別個のものであって︑農民が自由にで

一般的利子率とは無関係に︑土地に対する需要の拡大により高

きる貨幣の生産的支出をそれだけ減少させる︒その分だけ農民

の生産的資本の且一患を減らし︑再生産の経済的基礎を狭小にす

ては土地価格は高騰する傾向にあるといえよう︒

る︒土地は労働の生産物ではなくもともと自然物にすぎない︒

騰するのである︒このように︑農民的分割地所有のもとにあっ
ところで︑農民的分割地所有のもとでの土地価格について︑

ない︒しかし︑それは所有の対象となり︑価格をもって売買さ

したがって農機具等のように新生産物に移転すべき価値をもた

られるようになる︒農民的分割地所有のもとでも︑土地の売買

また農民の土地購入のための貨幣支出についてマルクスは次の
農民の土地購入に投ずる貨幣は﹁農業そのものに投ぜられた

が︑また遺産分割が行なわれるようになると︑農民にとってそ

ように述べている︒
資本とはまったくなんの関係もない:::それは農業で機能する

は結果として現われる︒したがって土地を購入または相続によ

れは価格をもっ土地︑買われた土地︑すなわち投資の対象また

って手に入れた個々の農民にとって︑土地価格は生産物の費用

固定資本の一部をなすものでもないし流動資本の一部をなすも
﹁土地の購入のための貨幣資本の支出は︑小農民が自分の生

価格の重要な一要素となる︒だがそれは農機具や肥料など不変

のでもない﹂ (KE八二六)

は︑その分だけ︑彼らの生産手段の量を減らし︑したがってま

一六五

産部面白体で自由に処分できる資本をその分だけ減らす︒それ
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を買うためには︑正常な資本主義的生産様式の場合のように︑
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土地生産物の市場価格が彼のために平均利潤をあげるだけの高

て地代の形で国定化される超過分を生むほどの高さに上がるこ

資本部分が生産費の要素となるのと同じ内容をもちえない︒す

となど︑なおさら必要ではないのである︒つまり︑市場価格が

さに上がる必要はないのであり︑まして︑この平均利潤をこえ

かに土地価格が高かろうと︑またそれが個別生産者にとって実

っての生産価格の非要素﹂ハ K E八二O﹀である︒それゆえ︑い
際上重要な費用価格の要素であれ︑それが直ちに農産物の市場

る︒これこそは︑穀物の価格が分割地所有の優勢な諸国では資

彼の生産物の価値または生産価格まで上がる必要はないのであ

なわち﹁個別的な虚偽の生産費の重要な一要素﹂ H﹁生産物にと

回収させることにはならない︒

の一部分は︑社会に無償で贈与されるのであって︑生産価格の

なのである︒最も不利な条件のもとで労働する農民の剰余労働

本主義的生産様式の諸国におけるよりも低いことの原因の一つ

価格を引き上げ︑それによって彼に土地価格またはその利子の
マルクスは土地価格の利子と農産物との関係について次のよ
﹁たしかに︑大抵はまだある第三者すなわち抵当権者に支払

︑つにい︑ 7︒

このより低い価格は︑生産者たちの貧困の結果であって︑けっ

規制に︑また価値形成一般に︑加わらないのである︒つまり︑

(KE八一四t五︑傍

われなければならぬ土地価格の利子は︑一つの制限である︒し

して彼らの労働の生産性の結果ではない﹂

かしこの利子は︑まさに剰余労働のうち資本主義的諸関係のも
とでは利潤を形成するであろう部分からこそ支払われることが

点河野)

右の引用文は︑マルクスが︑分割地所有農民の生産にとって

できるのである︒だから︑土地価格において︑また土地価格に

制限﹂として抵当権者に支払われなければならない土地価格の

﹁絶対的制限﹂は本来的費用を控除した後に彼の手許に残され

利子を問題にした箇所である︒右の引用によれば︑土地を購入

生活維持に不可欠な労働をこえる彼の剰余労働が︑商品価値の

対して支払われる利子において︑先取りされる地代は︑農民の

した農民の支払う土地価格の利子において先取りされる地代

て︑利潤や地代は制限ではないことを述べたあとで︑﹁一つの

たものの一部分以外のなにものでもありえない︒地代は︑平均

分としての超過利に実現されることなどなしに︑資本還元され

は︑農民の剰余労働が平均利潤や超過利潤として実現されるこ

る労賃部分 H自家労賃が実現される水準すなわちC 十Vであっ

利潤からの一控除分でもありうるし︑あるいはまた平均利潤中

となしに資本還元されたものの一部分にほかならず︑その地代

うち全平均利潤に等しい部分に実現されることなしに︑まして

の唯一の実現される部分でさえありうる︒だから︑分割地農民

やさらに︑平均利潤に実現される剰余労働をさらにこえる超過

が白分の土地を耕作するためには︑または耕作するための土地

(H土地価格の利子)部分は平均利潤からの一控除分ないしは

ない︒(農外に労働力需要があって労働力移動がスムーズに行

確保しえず︑農業生産は減退して農産物価格は騰貴せざるをえ

場合には︑ C 十V の価格水準では絶対的制限をなす労賃部分を

なわれる場合︒相対的にそれが小さい場合は︑ V部分が肉体的

て農産物の市場価格は︑当然︑土地価格の利子を︑正常な労賃

最下限に下がるまで耐えることになろう)︒結局その騰貴は土

平均利潤中の唯一の実現される部分でさえありうる︑したがっ
を確保したのちに支払いうる水準すなわちC 十V 十Z(ZH土

地価格の利子を支払いうる水準で止むことになるであろう︒

﹁ここに土地価格の利子が﹃一つの制限をなす﹄という場合の﹃制

(叩﹀花田仁氏伍はこの点につき次のように述べている︒

︿口)

地価格の利子)になりうる︑と理解される︒といっても︑絶対
すでに行なわれ︑右の引用中︑平均利潤中の唯一の実現される

的制限たる V部分が肉体的最低限まで下がりうることの指摘が
部分でさえありうるという規定のし方から︑ V部分が肉体的最

限﹄は︑前文との関係から︑彼にとっての生産の﹃制限﹄は﹃平均

であるという場合の﹃制限﹄と解されるであろう︒つまり︑分割地

利潤﹄でもなく﹃地代の必要﹄でもなく︑﹃労賃﹄が﹃絶対的制限﹄

低限まで低下するとき︑この利子の大きさ如何によっては正常
によって支払われることもまたありうると理解することができ

ないが︑労賃が﹃絶対的制限﹄をなすと同時に︑﹃土地の価格の利

農民の生産にとっては︑﹃平均利潤﹄や﹃地代の必要﹄は制限では

ないし標準的V の大きさを肉体的最低限の Vに引き下げること
よう︒(そのあとで︑農物の市場価格が価値または生産価格ま

一ムハ七

と小作料ノ lトハ四と佐賀大学﹃法経論集﹄第九巻第二号︑一九六
二年三月︑﹃小農経済の理論と展開﹄お茶の水量豆腐一九七一年︑二
七七t八ページ)

にいいうるためには︑限界地においてでなければならない﹂(﹁米価

V+Z(ZU土地価格の利子)でなければならない︒それを一般的

価格の利子をも実現する水準でなければならない︒少なくともC 十

にマルクスの右の規定からは︑価格は少なくとも労賃と同時に土地

労賃と直接対立する︒しかるに労賃は﹃絶対的制限﹄である︒ゆえ

ば︑その利子が第三者たる抵当権者に支払われる場合には︑明日に

が︑労賃に対する自立的範鴎として価格に実現していないとすれ

子﹄が﹃一つの制限﹄をなすというわけである︒かりにこの利子

で上がる必要のないことをくり返している点からすると︑マル
クスは土地価格の利子の大きさは平均利潤以下と見ているよう
しかし土地価格の利子を農民の生産物の市場価格から支払い

に解される)

ス自家労賃Vプラス土地価格の利子を含む価格水準は︑抵当権

うるその市場価格水準は︑すなわち本来的費用部分たる Cプラ
者に土地価格の利子を支払う農民の存在が例外的であるような
(叩)

場合には成立しないであろう︒勿論市場価格の規定が閣題であ
るから最劣等地の農民経営についてでなければならない︒従っ
て土地の商品化・流動化がかなり広範囲において見られ︑多数
の且庶民が抵当権者に土地価格の利子の支払い義務を負うような
﹁農民的分割地所有﹂と﹁農産物価格﹂の基礎的考察
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(日)利子部分がときには労賃部分にまで食い込むであろう古川につ
き︑田代隆氏は﹁分割地農民が土地を購入して農業生産を営む場合
には︑その生産物の市場価格が費用価格と土地価格の利子との合計
額に達していれば︑彼等の農業生産は続けられていく.この関係を
うらがえせば土地を購入して耕作を続けている分割地農民のもとに
おいては︑彼等の収得する農業所得の中から土地価格に利子部分を
差し引けば︑後に残るものは彼等の生活資料だけばということにな
る・このような条件のもとにおいては︑分割地農民にギリギリの生
活しか許されないところまで上げられていく可能性を持っている﹂
(﹃小農経済論﹄校倉書房︑一九六三年︑一五九ページ)と述べて
いる.
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ここでいう﹁制限﹂とは︑農民にとっての生産の制限は﹁平均

利潤﹂でもなく﹁地代の必要﹂でもなく﹁労賃﹂が﹁絶対的制

とって︑労賃が﹁絶対的制限﹂をなすと同時に︑﹁土地価格の

限﹂だという場合の﹁制限﹂であり︑それゆえ︑農民の生産に

利子﹂が一制限として付け加わる︒すなわち︑農産物価格は︑

最低限︑労賃と同時に土地価格の利子を実現する水準︑ C+V

+Z(ZH土地価格の利子)︑でなければならないということ

の剰余労働のうち土地価格の利子部分のみを収入として実現

になる︒こうして︑分割地農民はその価値生産物 (V+m﹀中

し︑抵当権者に引き渡す︒土地価格の利子において先取りされ

である︒封建的土地所有のもとで自営農民は土地の付属物であ

がらなくとも可能である︒このように剰余労働の一部分は収入

の利子を支払うためには︑市場価格は価値又は生産価格まで上

の唯一の実現される部分でさえもありうる︒だから︑土地価格

る地代は︑平均利潤からの一控除分︑あるいはまた平均利潤中

って︑土地を自由に処分 H売 買 す る こ と な ど お よ そ あ り え な

る﹂門前出)ということが分割地所有の優勢な国で穀物価格が

として実現されるが︑他の寸一部分は︑社会に無償で贈与され

すでにみたように︑分割地所有は自営農民の自由な土地所有

い︒そこでは︑たんなる占有者にすぎなかった︒しかし︑分割

さて︑土地価格においては自由な土地所有の表現として積極

より低くなる原因の一つなのである︒

地所有のもとでは土地は自由に売買されうるもの・商品とな
り︑したがって価格を持つように怒る︒いうまでもなく︑土地
は労働の生産物ではなく︑価値 H対象化された労働を含んでは

て過大な負担となり︑独自の害悪・障害として︑分割地所有を

的性格を持つという面と同時に︑土地価格が分割地農民にとっ

土地価格の利子と農産物価格との関連についての検討は不十

上ふれないことにする︒

停滞・窮乏・分解させる重要な意義を持つのであるが︑これ以

いない︒その価格は商品一般の価格とは異なって︑地代が平均
れは先取りされた地代にほかならない︒

利子率で資本還元されたものにほかならない yしたがって︑そ
﹁たいていはまだある第三者つまり抵当権者に支払われなけ
ればならない土地価格の利子は︑一つの制限である﹂(前出﹀

市場価格の最下限は︑標準労賃が確保される場合には C+Vで

般的であるような農民的分割地所有にあっては農産物の調節的

分であるが以よである︒土地の商品化・土地所有の流動化が一

考える︒

地所有独占資本主義段階における特質についても論究したいと

らためて検討する機会をもちたい︒そのさいには︑農民的分割

ぃ︒小論の不十分さの克服と残された問題についてはいずれあ

が︑以上でひとまず終わりにしなければならない︒小論で主題
で取り上げた論点のほかにも逸することのできない論点が残さ

とした農民的分割地所有のもとでの農産物価格の問題にはここ
れているのであり︑また取り上げたかぎりでも考察が十分では
なく︑そのためにとくに後半では叙述がよく整理されていな
﹁農民的分割地所有﹂と﹁農産物価格﹂の基礎的考察

一六九

はなくC+V+Zとなる︒ C 十VからC 十V 十Zに価格水準が
上昇したからといって何か新たな費用(価値﹀が加えられたわ
けではないのである︒この Z部分は商品価格に対して外的に追
水準以外の何ものでもなく剰余価値の一部が実現されるという

加されるものではなく︑その生産物に含まれている価値の実現
ことである︒すでに見たように︑土地購入に投じられた費用は
これによって︑最劣等地の農民の剰余労働の全部ではなく一部

何ら生産物にとっての生産費をなすものではないからである︒

ってまた当然︑他の一部は価格において実現されるハ抵当権者

が無償で社会に贈与される︑ということが理解できる︒したが

*

のポケットにはいることになるのであるが)︒

*

小論の目的は必ずしも達せられたとはいいがたい面がある

可
解

