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農業経営規模拡大に関する基礎的考察

一沖縄における農業所得
向上との関連において－
吉田茂
（琉球大学農学部農学科）
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ところで，農業と他産業を比較した場合すぐ目に付く

I問題提起

ことは他産業との所得格差が著しいことである．農業所
得の低位性については国民経済的立場からは産業別就業

「沖縄の農業問題はいったいどこにあるのであろう

者１人当たり生産所得で捉えることができるし，他の一

か」という質問を発せられた場合，沖縄の農業問題はこ

つは農家所得と非農家所得との比較において捉えること

こにあるのだ，あるいはこことここにあるのだという

ができる．

ふうに即答するには沖縄の農業はあまりにも多くの問題
がありすぎろ．沖縄の農業問題は農産物価格の問題もあ

次産業就業者の26.5％および第３次産業就業者の20.3％

1971年度における農林業者１人当たり国民所得は第２

し，輸入農産物との関係もあろう，さらに農業経営規模

であったにすぎない．農林業就業者１人当たり所得は他
産業就業者１人当たり所得と同様に，その絶対額におい

の問題，農業所得の問題，その他数多くの問題がある．
これら諸問題が相互に関連して沖縄の農業問題を形成し

ては年々上昇しているが，上昇率は他産業のそれに比較
するとかなり低い．それゆえに，農林業所得と他産業所

ているものと思われろ．

得の格差は近年ますます開くいつぼうである．

ろうし，農業技術の問題もあろう，又流通問題もあろう
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＊琉球政府時代の会計年度:1971年度;1970年７月１日～1971年６月30日

資料:琉球政府企画局「沖縄の国民所得統計」より作成
同年度の１世帯当たりの比較においては農家所得は非

農家所得の85.6％程度の低さを示すにすぎないが，世帯

員１人当たりの比較では農家所得は非農家所得の64.0％
しかなく，かなりの格差がみられろ．
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第２表農家所得と非農家所得の比較

Ａ、１世帯当たりの比較
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資料：琉球政府統計庁「世帯経済羅査」より作成

B、世帯員１人当たりの比較

このような農業所得の低位性が農業問題の１つである
ことには相違ないし，上記にあげたその他の農業問題
も，終局的にはこの所得問題に結付くものと思われる．

９６７１４１９（l0C

そこで農業所得の向上をはかる方策を考えてみるに二

通りある.その一つは農業外部からの働きかけによるも
mｌＺＢ

のであり，他の一つは農業内部の働きによるものであ

る．前者の例は政府による農産物価格支持（需要供給に
よる価格水準を上回って価格を設定する）だとか，農家
の購入する諸財の価格を支持（購入諸資源に対して価格
う２５（ｌ４Ｌ

補助を行なうことにより農業経営費を低め実質的な農業
所得の向上をはかる）するとか，あるいはもっと積極的

う７９（Ⅲ

資料：琉球政府統計庁「世帯経済調査」より作成

には農業所得そのものを支持するとと等がある．後者は

農業内部において，農業者自体の働きによって農業所得
の向上をはかろうとするものであり，前者にくらべ農業

問題を農業者側からより前向に取り組もうとするもので
農家所得は大きさおよび伸び率において非農家所得に

ある．

おとらない．過去４カ年間に年平均13.8％の伸び率を示

沖縄における農業問題は農産物の供給過剰から生起す

しており，一応着実な伸び方であるとみられる．ところ

るものはほとんどないといってもよいくらいである．勿

で，農家所得は農業所得と農外所得からなっている．農

論，季節的，一時的に農産物によっては供給過剰的現象

家所得の内容を検討してみるに，農業所得は過去４カ年

がみられるが，それは流通機構を整備し販売ルートを確

間においてほとんど停滞状態であったのに対して農外所
得の方は過去４カ年間に年平均16.5％と大巾に増加して
いろ．したがって，農家所得の構成割合は1967年度にお
いてはその34％が農業所得，６６％が農外所得によって占

立すれば解決されるものである．農産物の供給過剰問題

められていたが，今述べたように農業所得の停滞にひか
え，農外所得の順調な増加の結果1971年度においては農
業所得26％，農外所得74％となり，農業所得の農家所得

ら検討しなければならないであろう．

に占める地位は明らかに低下してきていろ．

が沖縄の農業問題の中心的課題，すなわち農業所得の低

位性がこの供給過剰からきているものであるならば農業
所得の向上は経営規模の拡大という角度とは別の角度か

本小論においては沖縄の農業問題を農業所得の低位性
ということに焦点をしぼり，その向上のための一手段と

して》農業内部からの働きかけによる方法，つまり農業
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経営規模の拡大による農業所得の向上について考察を行

の地価の相違を考慮に入れうると同時に，投入した諸機

ないたい．

械設備の価額をはじめ，畜産の価額をも含まれうるから
である．すなわち，限られた土地に多くの資本と労力を

Ｉ「農業経営規模拡大」の捉えかた

かけた経営は，たとえ農地が狭くても事実上は大きい規

模の経営である．土地利用の集約化，経営資本（労力）
農業経営規模を捉える方法はいくつかある．その一つ

は経営面積の大小により規模を判定する方法である．た
とえば，1971年度における沖縄の全農家60,000戸のう
ち，19,900戸（33.2％）は５～30a,10,200戸(17.0％）

の増投という方法によっても経営規模の拡大はある程度
実現できると理解すべきである．

経営面積や投入資産額による規模の表現方法において
は，たとえ経営面積や投入資産額が同一であったとして

は30～50a，………(2)というふうに経営耕地面積の大き

も，経営活動により最終的にもたらされる産出量（産出

さにより農業経営規模を捉える方法である．その二つは

価額）が常に同一であるとはいえないし，現実には相違

農業経営に投入されている総資産額の多寡による規模の

するのが一般的である．この相違はそこに投入されてい

捉え方である．そして，その三つは産出量（産出価額）

の大いさによる規模の捉え方である.(1)

る諸生産要素の組合わせ方の相違（つまり経営効率の差
）に基づくものである．諸生産要素がより合理的に組合

以上三つの方法について考察することにしよう．経営

わされていればいるほど産出量（産出価額）はより大き

面積による捉え方においては，同一作物（目）を経営し

いということになる．それゆえに，農業経営規模をあら

ている経営間の比較は容易である．たとえば，サトウキ

わす最も有用なものは産出量（産出価額）であろう．こ

ビ作経営農家における５ａ規模と５０ａ規模とでは明らか

の場合には，経営面積，投入資産，および経営効率等が

に後者の方が大きい．同様に，パインアップル作経営間

総合化された形で表現されて出てくる．

の比較においても10a経営と100ａ経営とでは後者が大き

そこで，本小論では「農業経営規模」の解釈を生産に

いことは当然のこととして理解できろ．ところが，作物

あたってあらゆる生産要素を総合的に組合わせることに

（目）が異なると経営面積による規模の比較は困難とな

より最終的に得られる産出量（その価額）の総量（総価

る．たとえば，サトウキビ作と野菜作，パインアップル

額）として捉えろ．したがって，「農業経営規模の拡大

作と米作，サトウキビ作と畜産業（養牛,養豚,養鶏等）

」という場合には，単に，物理的な概念で捉える規模の

等の間の比較において経営規模を単に面積で言々するこ

拡大（すなわち，経営面積の拡大であるとか，土地以外

とは妥当ではない．具体的にいうとサトウキビ作を５０ａ

の投入資産の拡大）ではなく，経営活動の結果として出

経営している農業者と25aの面積で養鶏10,000羽とか，

てくる実質的な産出量（その価額）の増大として捉える

養豚200頭飼育をしている農業者とその経営規模を比較

のである．物理的な規模の拡大は，したがって，実質的

した場合，実質的にどちらが大きいだろうかということ

な規模の拡大のための手段にすぎないと理解されろ．

である．面積の点においては確かにサトウキビ作経営の
方が大きいが，他の諸点にかんしてはそうとはいえない

Ⅲ農業経営規模拡大の方法

場合がありうろ．

複合経営を行なっている場合にも単に経営面積の大小

前節（１）において，農業経営規模の拡大とは，農業

により規模を判断すると，農業者のほんとうの姿をつか

経営活動の結果として得られる産出量の増大であるとし

みえない場合がある．経営土地面積が同一であるという

た．この産出量の増大の方法には，物理的な経営規模の

ことだけで規模も同一であると判断すべきでない．複合

拡大の結果として得られる場合と，物理的な経営規模は

経営の内容を充分検討すべきである．たとえば，サトウ

従来のまま変化させずに，産出量の増大に結付ける方法

キビ作を中心とした複合経営において，仮にサトウキビ

は二通りある．

の作付面積は同一だとしても，その経営の中に取入れて

農業経営規模の拡大をはかる第一の方法は従来の農業

いる他の作目の種類，大きさ等によっておのずから総体

経営の在り方の再検討の中から出てくるものである．農

としての経営規模は異なってくるものと思われる．

業生産の三要素は，周知の通り，土地，労働，資本であ

そこで次に農業経営への投入資産額による経営規模の

る．これら三要素が色々な形（量）で組合わされて農産

捉え方をみよう．この捉え方は経営面積による場合より

物が産出されろ．農産物の中には，生産にあたって比較

は捉え方としては進んでいる．というのは，使用面積

的に土地要素が重要性をもつものがあるし，又労働要素
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が中心になるものもあるかと思えば資本の投入の比重が
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地面積に対して組合わせに必要な量の労働と資本（つま

大きいものもある．農業者間の産出量（産出価額）の違

り，肥料とか農具とかいう形で投入されたもの）が投入

いは農業者の所有しあるいは管理しているこれら生産要

されているかどうか．次に投入された諸生産要素の質は

素の種類および量の違いと，これら生産要素の利用の仕

どうであろうか．これら量と質が一体となってはじめて

方の違いから生ずろ．したがって，経営土地面積を拡げ

効率的な組合わせが可能となるのである．労働力の絶対

ろということだけが農業経営規模を拡大化する唯一の方

量の不足がサトウキビの減産をまねいている場合が多

法ではない.特に沖縄においては全体としての土地面積

い．又，労働力の質が悪いために充分な管理ができず単

自体が狭く，他産業部門の発展および住宅地域の拡大に

位当たり収量の低下，すなわち総収量の低下をまねいて

より非農業部門の土地の必要性が顕著になっており，農

いることも事実である．

業経営規模の拡大を他の方向から考察する必要がある．
その一つとして，農業経営内部の生産活動に焦点をしぼ

いかなる経営においてもそうであるように，農業経営
においても特に労働力の質の問題が重要である．農業者

って考察を進めてみよう．農業生産における本源的生産

というのは単なる労働者ではなく，同時に経営者でもあ

要素である土地は固定していて動かしがたいものである

る．一般の賃労働者は労働管理者の下で，その指示によ

から先ず自分が所有しあるいは管理している土地の性質
と形態を充分把握しなければならない．たとえば，「酸

り労働を提供しさえすればよいのである．生産計画なり

性土壌」であるのか「アルカリ性土壌」であるのか，傾

販売計画等の経営計画は管理者が行なうのである．

自給自足時代の農業者は経営能力がなく非効率的な生

斜地か平担地か等を理解することによって，それぞれの

産に従事していてもたいした問題にはならなかったが，

土壌，形態にもっとも適した作物（目）を選定しなけれ

現在のように高度に発達した交換経済（農業者の立場か
らすると消品生産）の時代においては経営能力のない単
なる労働者的農業者は脱落せざるをえない．それゆえ
に，経営内部活動における規模の拡大の中心はあくまで

ばならない．この場合，特に今日の経済社会において

考慮に入れなければならないことは，作物(目)選定の際
に，あらゆる作物（目）の市場条件を充分検討した後に

おいて，自然的条件に最も適した作物（目）の選択をし

も農業者の経営能力（量，質ともにそなわった）にある

なければならないことである．商品化されないような作

のであり，良質な農業者が現存する使用可能な諸資源を

物（目）をいくら自然条件がよいからといって作ってみ

いかに効率的な組合わせ方をしうるかによって規模の拡

たところでむだなことである．作物（目）が選定される

大の可能性がでてくるのである．

と農業者は土地以外の生産要素で最も有利に使用しうる

このように農業労働力は質的にはむしろ優秀でなけれ

ものの組合わせを選択しなければならない．結論から先
に述べると，今仮に土地要素が一定であるとするとこの

ばならないにもかかわらず，実際の傾向としては年々農

土地に対する他の生産要素（労働と資本）が効率的に組
合わされているかどうかということである．これら生産

要素がより効率的に組合わされていればいるほど，組合
わせの効率のわるいものより，より大きな産出量を得る
ことは当然である．

業部門における婦女子化，老令化が進み質的な低下をき

たしていろ.(2)

農業経営内部の生産活動において農業者が検討しなけ
ればならないもう一つの問題は諸農産物の現在価格と諸
生産要素の現在価格との関連において，自己の経営組織
にとりいれる生産物の組合わせ（作目編成）が合理的に

サトウキビ作に例をとると，沖縄本島島尻においては

なされているかどうかということである．つまり農業者

1971年度のサトウキビ生産量は１０a当たり平均8,628ｋｇ

であったが，効率的に生産要素を組合わせた農業者の

は多角経営においても最も有利に使用しうる特定の投入
の組合わせを合理的に選択することにより産出量（産出

10ａ当たり生産量はこの平均を大巾に上回ったであろう

価額）の向下をはかることが可能なのである．自己の所

し，非効率的な組合わせを行なった農業者にあっては逆

有あるいは管理する諸生産要素との関連において多角経
営により産出価額の向上をもたらす場合もあるが，逆に

に平均以下の収量しか得られなかったことは当然であ
る．

サトウキビ生産要素は土地，労働，資本（種苗，肥料

諸材料,防除，建物，農具，畜力等）である．効率的な

組合わせという場合にはこれら生産要素の量と質の両方
からみなければならない．すなわち，先ず自己の経営土

産出価額の減少となる場合もある．それゆえに，経営組
織にとり入れる作物の種類の選定は農業者にとって非常
に重要な仕事であるといわなければならない．

以上において考察してきたことは，個別農業経営内部
における生産活動の効率化，換言すれば投入された諸賢
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源の合理的な組合わせによる経営規模の拡大であった．

次に農業経営規模の拡大の可能性を個別農業経営間と

にもせずとにかく買ってもらえるだけの値段で販売せざ
るをえない場合もある．このように，特に野菜生産のよ

の関連において捉えることにしよう．その－つとして，

うに生産面にかなりの労働力をようすろ生産物におい

生産活動における協業化をあげることができる．個別農

て，販売面にその労働力の一部をさかれることはかなり

業経営が独立した生産単位として生産活動を行なうより

問題がある．

も，協業した方がより大規模に能率的な生産活動が可能

農業経営の外部活動における大規模の有利性を実施す

となる．協業により労働生産性の向上をはかることが可

る手段としては従来から作物別の同業者組合，出荷組合

能となるばかりでなく，生産用建物施設および諸機具の

ならびに農業協同組合等の活動がある．沖縄県において

節約により生産費用の低減をもたらす．協業経営には種

は各地域に農業協同組合が組織されており，信用事業お

々の形態があるが，いずれにせよ，いくつかの個別経営

よび購買事業（生産資源の協同購入とまではいかない

が合体してより大きい，新しい経営体を形成するのであ

が，単協が大量に購入し，農家に再販することにより，

るから，農業生産の側面からみた，経営規模拡大の最も

農家が個別に外部から購入する場合よりはいくぶん有利

具体的な方法である．そして，協業経営が大規模生産の

になる）はかなり活発におこなわれているが，農産物の

有利性を発揮して生産性をたかめえれば，合体以前の個

販売事業は不活発である．又，生産者独自の出荷組合と

別経営よりも大きい産出量（産出価額）の獲得を期待し

うろことにもなる.(3)

いうのもあまりみられない．すでに組織されている各地
域の農協が販売活動に力を入れ，地域内において小規模

その二つとして，農業生産における個別経営と外部と

に生産された生産物を集，出荷することにより，個々の

の接触における諸活動に農業経営規模の拡大の可能性を

農業経営者にとって，経営外部における規模の経済性が

求めることができる．現代のように諸生産活動が高度に

実現することになり，ひいては生産者の実質的な経営規

専Ｐ５化された経済社会においては，農業生産に従事する

模の拡大となってはねかえってくるのである．

場合，生産活動に必要な諸資源を農業外に求めなければ

最後に，およそ生産は土地を要求する．工業生産にお

ならない．個々の零細規模生産者がこれら諸資源をばら

いては，土地の機能はそれが一般的労働手段であるにと

ばらに購入していたのでは購入単位当たりの費用が高く

どまる．しかし，農業生産においては土地はそれ以上の

つくのは当然である．これら外部との取引関係において

ものである．すなわち，それは生産手段である，単に，

規模を拡大することにより，「規模の経済性」が作用す

それの上でおこなわれろというばかりでなく，土地を利

ると考えられろ．すなわち，生産活動に必要な諸生産要

用することによって農業生産は営まれる.(4)このように

素の入手において大量取引のほうが一般に有利である．

農業生産の技術的特色からして，土地なくしては農業生

同様に，生産物の販売活動においても，個別取引よりは

産は成立しえないから，農業経営規模の拡大化を実現す

協業化することによって，大規模活動を実現することが

るための基本的条件は，経営土地面積の増大である．経

実質的に経営規模拡大の有力な方法となる．

営土地面積が一定の場合に，労働と資本の投入量を増加

沖縄においては畜産物にしる野菜にしる個別生産者が

することによってある程度の実質的な経営規模の拡大化

直接個別取引をしているために不利な取引を強られてい

が可能であるが，収穫漸減の法則によって明らかなごと

る場合が多い．たとえば，肉豚取引は零細生産者と屠畜

く労働と資本で土地を代替しうるのはある限度内でのこ

業者との間の相対取引が主体をなしている．この取引に

とであって，完全な代替は不可能である．したがって，

おいては生産農家は常に受身の立場におかれ価格の決定

経局的には経営土地面積を大きくすることが，経営規模

権は屠畜業者が握っていろ.(5)又，大消費都市である

の拡大化を実現する基本的な方法である．

那覇市周辺の野菜生産農家の場合にも生産者による個別
販売が主体をなしていろ．出荷の時期になると生産農家

Ⅳ農業経営規模の拡大と技術

の労働力の一部は那覇市内にある県経済連の中央市場に
早朝から野菜を運び込み，その野菜が売れるまで付きっ

物理的な経営規模の拡大にしろ，あるいは合理化，協

切りで販売活動に従事せねばならない．午前中で出荷物

業化による経営規模の拡大にしろ，たしかに産出量（産

が捌ければよいが，もし売れない場合には午後まで持越

出価額）の増加に結付くはずであるが，かならずしも常

す場合もある．品薄のときには販売に苦労しないが，野

にそうなるとはかぎらない．そこには規模と農業技術と

菜が多量に出荷されているときなどは，コストなど問題

の関係が存在するからである．

吉田:農業経営規模拡大に関する基礎的考察
農業経営という行為が，いくつかの代替物の中からの

選択行為だとすれば，農業経営行為が成立つためには，

1９

規模の拡大に伴う大規模経営技術が身についていなかっ
たのである．

まずそこにいくつかの代替物がなければならない．色々

技術の規模は－作業分野の規模の拡大ではスムーズに

な代替物を開発し，選択行為の可能性を作り，その活動

経営が行なわれない．経営規模にマッチした総体として

の幅を拡げて行くのが技術の役割である．したがって，

の技術の規模の拡大が要求される．

経営は技術を前提とし，技術がなければ経営は成立しな

「大規模生産の有利性」という経営法則を経済的生産

いということができる．もとより，技術的に可能になっ

に適用しようとすれば，どうしても大規模技術によらね

たことが，直ちに経済的に可能になるということにはな

ばならないであろう．個別経営の規模拡大化において，

らない．しかし，少なくとも，技術的に不可能なこと

経営土地の増大（あるいは畜産経営の場合には飼育頭数

は，経済的にも不可能である．かかる意味で，技術は経

の増大）という条件が必要であるが，これは経済の問題

済に先行する．

農業技術は，それぞれの農業経営規模（生産要素組合

であり，たとえこの条件が解決されたとしても，大面積

経営地（大規模飼育）における能率的な生産を遂行でき

わせの大小）によってことなる．したがって，農業生産

る技術が準備されねば，実際に大規模経営を運営できな

にあたって，そこに構成されている諸要素のどのような

い．むしろ技術の大規模化というほうが先行すべき問題

変化も，農業技術を変化させることになる．農業労働力

である．

の変化，農業労働対象の変化（種子，用畜，耕地など）

又，協業化による生産，流通規模の拡大の場合にも同

農業労働手段の変化（農具，耕地など）は農業技術を変

様に技術の問題が生ずる．すなわち，外部との交渉にお

化させる．これら農業生産力諸要素の変化は，量的変化

いても規模に相応した対応の仕方（技術）をせねばなら

であっても，質的変化であっても，いずれも農業技術を

ない．個々の小規模経営体が合体し，そこに存在した小

変化させる.(4)

規模な技術が合体されろということで解決されるもので

沖縄農業の伝統的特色は小規模経営が圧倒的に多数を

はない．合体して規模が拡大すればそれにみあった技術

占めていることである．しかもこれら零細な経営単位が

でなければならない．小規模な技術が集合したからとい

単独の生産活動をしていた関係上，従来「技術の規模」

って，それが大規模に適した技術とはかならずしもなら

ということがあまり問題にされなかった．たとえば，豚

ないのである．

を飼うにしても，あるいは肉牛を飼うにしても，１～２
頭飼育というのが圧倒的に多く，これら少数飼育を対象

沖縄の現状では，個別経営の経営土地（飼育規模）を
増大することはただちに困難であっても，協業化あるい

として農業生産技術上の諸問題が解明できた．その限り

は集団化といった形で事実上かなり大規模な農業生産様

では，生産規模という条件を捨象して，生産技術HLH題が

式をつくりだそうとすれば，つくりだせる可能性があ

ある程度扱いえたわけである．けれども，飼育規模が

る．したがって，農業技術の大規模化は重要な課題であ

100頭，200頭となると１～２頭の技術では処理しきれな

る．

い問題，あるいはより正確にいえば，１～２頭の場合で

は出現しないような技術的な諸問題が100頭，200頭規模
のときには発生する(疾病の発生とか糞尿処理閥題等)．

ここに「技術の規模」という特別の問題が重要な意味を
もってくるのである．沖縄では1964年から1969年にかけ

Ｖ要約
本小論において考察してきたことを要約すると次の通
りである．

て（とくに1964年から1967年にかけての４年間に）米国

沖縄における農業問題を農業所得の低位性として捉え

の余剰農産物資を導入し，その売上代金を長期間借入

た．農業所得を向上させるためには産出量の増大をはか

し，その一部の資金を畜産業の規模の拡大をねらいとし

らねばならない．産出量増大のためには経営規模の拡大

て農業者に貸付けた経験がある．融資を受けた農業者の

が必要であるとした．

大半が成功しているが，中には規模の拡大によりかえっ

農業経営規模の拡大の捉え方としては，単なる物理的

て失敗したものも出た．これら失敗した農業者の共通し

な規模の拡大としてではなく，それをも含めて実質的な

た点は，経営者としての管理能力の欠如，すなわち大規

規模の拡大，すなわち，各生産要素の組合わせの結果，

た模経営のめの技術の欠如にほかならなかった．小規模

最終的にもたらされる産出量の増大として捉えた．

家畜の飼育管理技術は確かにすぐれていたのであるが，

したがって，この意味での農業経営規模の拡大の方法
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