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韓国農地改革の再評価
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1 はじめに

最近の韓国では農地改革の意義が改めて問い

なおされている。改革後約30年間における農業

構造の変化によって，農地改革法に代わる農地

法が必要だという認識が増えているからである。

韓国の農地制度は， 1950年の農地改革法によっ

て現在でも規制されている。農地改革後その成

果を維持するために農地法が制定された日本と

異なり，時限的な意味を持つ農地改革法が農地

法を兼ねるという状態が続いている。農地改革

がほぼ終了した1958年に農地法の制定が提議さ

れているが，成立していない。その後 5回にわ

たり「小作・賃貸借」禁止規定の修正を含む法

案が提出されたが，いずれも成立するに至って

いない。しかし， 1962年の改正憲法が「小作制

度は法律の定めるところによって禁止する」と

だけあるのに対して， 1981年の新憲法では「た

だし，農業生産性の向上と農地の合理的利用の

ための賃貸借及び委託経営は法律が定めるとこ

ろによって認定する」と付け加えられている鸞

深 JI I 博 史

さらに， 1983年には農地改革法の「小作・賃貸

借」禁止規定は，「農地の流動性を全然考慮して

いない」という内容の政府研究機関の報告書が

提出されている2)。それでも農地改革法におけ

る農地制度の規定は現在も効力を有しており，

改正論議が続けられている。このような農地改

革法が立法化されたのは，農業及び農地改革の

歴史的経緯にその根源を見出すことができる凡

立法過程において生産力の発展を考慮して改革

法をつくったのか，それとも地主制の復活を予

測してつくったかで，農地制度としての意味は

異ってくる。立法時点における韓国農業の構造

が改革法を規定しており，また改革後における

農業構造の変化によって改革法の評価も異って

1) 現在の農地法改正論議については次の論文に詳

しい。倉持和雄「韓国における農地改革とその後の

小作の展開」（『アジア研究』第32巻第 2号， 1985年

7月）。

2) 韓国農村経済研究院「農地所有制度に関する調査

研究』（韓国語文献） 1983年12月， 14頁， 107頁。

3) 韓国の農地改革については，すでに桜井浩氏が

『韓国農地改革の再検討』（アジア経済研究所， 1976

年）で日本に紹介されている。しかし，朝鮮動乱で

粉失した資料も多く，未だその全容が明らかになっ

ているわけではない。韓国では1970年に『農地改革

史』（農地改革史編纂委員会， 1970年12月）が公刊さ

れている。が，これも立法過程を扱った上巻のみで

未だ下巻が刊行されていない。恐らく近年になって

新たな資料の発掘が進んだためであると思われる

が，韓国政府は農水産部（日本の農水省に当たる）

の中に農業史研究室を設け，多くの資金とスタッフ

を投じて農地改革史の編纂に取り組んでいる。最

近，その成果の一つとして『農地改革関係資料集』

I IIIII (限定100部）が公刊された。この資料は B5

版約1,000ページに及ぶもので，法規・内規・例規・

通牒・統計の各編から構成されている。本稿ではこ

れらの資料も参考にしながら検討していく。
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くる。改革法を評価するには，立法段階から現

在に至るまでの農業構造の変化を追跡する必要

がある。本稿はその準備過程として立法段階に

おける改革法の意味と改革の成果について明ら

かにしていく。そのために次の順序で立法段階

を分析する。 (1) 改革の対象となり，立法過程

に影響を与えた韓国の再編地主制について， (2)

立法過程と改革法の論理， (3) 実施過程と改革

の成果である。

2 農地改革の対象ー韓国の地主制一

韓国では1945年の解放後， 50年の農地改革実

施までに 5年間を費している。この間日本人の

植民地地主制は消滅し，米軍政庁の小作料統制

が始まる。それによって地主制は一定の変容を

被るが，解体には至らない。地主制は改革開始

時点まで形態を変えつつも存続している。した

がって，立法過程には地主層の影響が少くない。

ここでは，韓国における地主制の成立及び展開

過程について略述し，次に，米軍政庁下の農業

政策について言及する。

韓国の地主制は，日韓併合後1910年代の土地

調査事業によってその制度的枠組みがつくられ

ている。これは，在来の両班型地主制を植民地

統治機構として再編したものである。この再編

地主制は， 1920年代の産米増殖計画によってそ

の経済的基盤を補強されている。 1916年から40

年までを 5つの時期に区分して自作・小作別農

家構成をみると，第 I期からIII期にかけて小作

農が8.6%増加している（表 1)。この間に自作

農，自小作農は各々1.6%,7.0%減少しており，

主に自小作農が小作農へ没落していることが分

かる。次に小作地比率をみると同時期に4.8%増

加している（表 2)。それは，米作単作化と米価

第 53巻第 3号

の変動・下落によって生産費•生活費に欠乏し

た農民が，農地を担保とする地主・高利貸から

の負債を増大させ，遂には農地を手放していく

過程でもあった。地主制下の小作農には， 6割

から 7割といった小作料が課されており，小作

農のさらなる窮乏化は小作争議を頻発させるこ

とになる。これに対して，朝鮮総督府は自作農

創定計画(1932年），朝鮮農地令(1934年）といっ

た政策を実施していく。前者は自作農創設資金

の貸付によって，小作，自小作農の自作農化を

図るものである。しかし，創設自作農の負債に

よる土地譲渡や地価上昇を招いており，小作

農・小作地の増加を押し留めることはできな

かった。第III期と第V期の自作・小作別農家構

成では自作農が0.7%増加している。しかし，こ

れは統計の変更によって自作農家戸数を多く見

るものである。 1933年以降は，地主戸数が自作

農家戸数に組み入れられており，統計の変更に

よる自作農家戸数の水増しは「自作農創定計画」

の結果を雄弁に物語っている。自小作農が6.2%

減少し，小作農は5.5%増加している。この間に

おいても小作農の増加は続いている。朝鮮農地

令では，小作期間の設定・賃貸関係解除につい

て地主に対する一定の制限が課されている。し

かし， 6割から 7割という小作料については何

の制約も課されていない。この時期の小作地比

率をみると，第III期からV期へ2.4%増加してい

る。小作農の増加比率よりも小さい事から，そ

れだけ零細規模の小作農が多く生まれたと考え

られる。 1938年の経営耕地規模別農家戸数をみ

ると， 0.5町未満の零細農が多い（表 3)。自作農

で30.3%,自小作農で34.9%,小作農では43.3%

を占めている。これは植民地期の地主制下に大

量の零細小作農が滞留していたことを示してい

る。この零細農耕が改革によって如何なる変容
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表 1 自作・小作別農家戸数の変化

自作農 自小作農

I 1916,....__,21年平均 529 (20.0) 1,015 (38.4) 

II 1922------27 ll 529 (20.2) 920 (35.1) 

III 1928......__,32 // 497 (18.4) 853 (31.4) 

w 1933,...,__,37 // 547 (19.2) 732 (25.6) 

V 1938,--..,40 JJ 547 (19 .1) 720 (25.2) 

出所朝鮮殖産銀行調査部『植銀調査月報』第55号 1942年12月， 6頁

注） 1. 原資料は，朝鮮総督府統計年報各年版である。

（単位： 1,000戸，％）

小作農 合 計

1,098 (41.6) 2,642 (100.0) 

1,172 (44.7) 2,621 (100.0) 

1,362 (50.2) 2,712 (100.0) 

1,577 (55.2) 2,856 (100.0) 

1,594 (55.7) 2,861 (100.0) 

2. 1933年以降における自作農家戸数の増加は，統計の変更によるものである。 1933年からは地主戸数

を自作農家戸数に組み入れた数字が公表されている。

表 2 小作地比率の推移 （単位： 1,000町，％）

水 田 畑 合 計

総面積A 小作地B BIA 総面積A 小作地B BIA 総面積A 小作地B BIA 

I 1916,........,21年平均 1,544 993 64.3 2,781 1,189 42.8 4,325 2,188 50.6 

II 1922,...__27 II 1,568 1,017 64.9 2,796 1,214 43.4 4,364 2,231 51.1 

III 1928,....,32 // 1,642 1,093 66.6 2,817 1,378 48.9 4,459 2,471 55.4 

N 1933,..._,37 II 1,707 1,159 67.9 2,794 1,411 50.5 4,501 2,570 57.1 

V 1938,....,_,40 II 1,760 1,194 67.9 2,755 1,417 51.4 4,515 2,611 57.8 

出所前掲『植銀調査月報』 6頁

表 3 経営耕地規模別農家戸数 (1938年） （単位： 1,000戸，％）

0.5町未満 0.5------1.0 1.0---...,2.0 2.0-----3.0 3.0町以上 合 計

自作農 163 (30.0) 114 (21. 0) 115 (21.2) 87 (16.0) 64 (11.8) 543 (100.0) 

自小作農 284 (34. 9) 209 (25.6) 179 (22 .0) 94 (11.5) 49 (6.0) 815 (100.0) 

小作農 654 (43.3) 390 (25.8) 272 (18.0) 132 (8. 7) 64 (4 .2) 1,512 (100.0) 

合計 1,101 (38 .4) 713 (24.8) 566 (19.7) 313 (10.9) 177 (6.2) 2,870 (100.0) 

出所朝鮮銀行『朝鮮経済年報』 1948年 I -30頁

を遂げるのかが後に問題となってくる。

このような地主・小作制が存続したのは，植

民地の統治機構として地主制が機能しているた

めであった。小作争議の大衆化は地主制の動揺

を通じて植民地統治を脅すものであり，小作対

策と地主擁護政策の併用によって再編地主制は

一層強固なものとなる。 1945,...,_,45年の戦時下に

おいても地主制擁護という方針は変わっていな

い。日本では1920年代から地主制の後退がみら

れ，戦時下には生産奨励金という名目で地主米

と生産者米に価格差をつけるという地主に不利

な条件が存在している。また，地主制下の自小
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作農が経営規模を拡大させていくという動きも 米軍政庁の関係法令

みられた。それは地主制を解体させるポテン

シャルが農地改革以前に存在したことを示して

いる 4)。しかし，この時期の朝鮮においては，地

主の方が農業生産の担い手として期待されてい

る。

1945年における日帝からの解放は農地の解放

に結びつくものではなかった。日本人大地主は

消滅したが，その農地では米軍政庁による小作

経営が開始されることになる。したがって， 45

年の解放によって再編地主制の性格が変わった

かどうかは疑問であろう。初期の米軍政庁は，

農地改革に消極的であった。米軍政庁は， 1945

年10月 5日軍政令第 9号「最高小作料率決定の

件」を公布する乳この軍政令では，「軍政府の

実施する（小作料）水準は，朝鮮人民へ繁栄と

安定を与える水準である」（第 1条）という認識

に立ち，小作料は「其の総額の 3分の 1を超過

できない」（第 2条）と定められていた。さらに

「最高額以下の小作料契約は無妨」（第 3条）で

あるが，「小作地契約の一方的解除は無効」（第

4条）と規定されており，これに違反する者は，

「軍律裁判所の所定形罰に処する」（第 9条）と

いう厳しい内容であった。この小作料水準は，

日帝時代の 6割から 7割に及ぶものに比べれば，

かなり低くなっている。しかし，この3• 1制と

いう小作料統制令が施行された結果，地主制は

1950年まで存続することになった。さらに，米

軍政庁は，帰属農地（旧日本人地主所有農地）

4) 都留大治郎『農業をつらぬく論理と実証』，九州大
学出版会， 1983年， 93,..___,102頁参照。

5) 韓国農水産部・韓国農村経済研究院『農地改革関

係資料集』 I, 1985年， 7頁，以後法令関係はこの

資料に依る。この文献は韓国語であるが，日本語の

改革法関係資料については，桜井前掲書に一部紹介
されている。米軍政庁の政策とこの間の状況につい

ては，桜井氏の研究に負う処が大きい。

名 称 施行日 主な内容

軍政令第9号

「最高小作料率決 1945年 小作料統制

定の件」 10月 収穫高の％

第33号

「朝鮮内所在日本 1945年 米軍政庁による旧日

人財産権取得に関 12月6日 本人所有農地（帰属

する件」 農地）の取得

第52号

「新韓公社の創立」 1946年 帰属農地における小

2月21日 作経営の開始

第173号

「中央土地行政処 1948年 帰属農地における農

設置令」 3月22日 地改革の実施

前掲『農地改革関係資料集』 I, 7 ,.___.,15頁

において小作経営を開始する。米軍政庁は， 1945

年12月 6日，法令第33号「朝鮮内所在日本人財

産権取得に関する件」を公布した。日本人財産，

特に旧日本人地主の所有地財産は「朝鮮軍（米

軍）政府が取得し，朝鮮軍政府が其財産全部を

所有する」（第 2条）と規定されている。この結

果，日本人地主の引揚げ後，自耕していた小作

農の土地は米軍政庁の所有に帰した。次いで，

1946年 2月21日法令52号「新韓公社の創立」が

公布され，帰属農地における小作経営が開始さ

れた。この新韓公社は48年 3月に帰属農地の農

地改革が実施されるまで存続し，後述する地主

勢力の抵抗と共に立法化遅延の原因となった。

さて，このような改革の遅れは米軍政庁に対

する批判の声を高めることになった。何らかの

措置を余儀なくされた米軍政庁は， 1946年10月

軍政令118号「朝鮮過渡立法議院の創設」を公布

した。しかし，この議院は，大半が地主議員で

占められており，法案審議は進展せず， 48年の

韓国政府成立以前に消滅する。 1946年春には共

和国で無償没収・無償分配の原則による土地改

革が実施されており，米軍政庁は，この時期か
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ら農地改革に関する方針を転換している。立法

議院への改革実施勧告と地主議員の抵抗は48年

の春まで続き，業を煮やした米軍政庁は，逐に，

新韓公社管理の帰属農地における農地改革を実

施する。帰属農地は，総耕地の約13%であった

が，農家戸数の27%, 米生産高の25%を占めて

おり，地主層及び小作農全体へ与える影響は少

くなかった。同年 7月に制定された憲法には「農

地は農民に分配し，そこの分配方法，所有の限

度，所有権の内容と限界は法律によって定める」

（第86条）と記された。こうして，農地改革必

至の状況となったが，実は，この間に農地の所

有構造には変化が起きていた。それは，改革必

至とみた地主層の小作地転売，偽装自作化であ

る。 48年の『朝鮮経済年報』には当時の状況が

次の様に記されている。

「特に，ここで注目すべきは解放後南朝鮮の

小作農家が減少傾向にあり，自作農及び，自作

兼小作農家戸数が多少上昇現象をみせているこ

とである。これは，北朝鮮の土地改革によって

南朝鮮の地主が不安を感じ，また不在地主達が

その小作人に（土地を）放買している事実のた

めであるとみることができる。」6)

この小作地転売と偽装自作化による小作地の

縮小は，帰属農地の農地改革が実施された1948

年の春から，小作地の移動が禁止された1949年

6月までが顕著であったと言われている。これ

は改革規模を縮少させたとして，改革不徹底論

の根拠とされる所である。しかし，未だ法的な

規制がなく農地が流動的な段階であり，このこ

とだけをもって改革不徹底の論拠ともできない

だろう。不徹底であったか否かは，改革規模の

大きさだけではない。地主経営が存続不可能な

改革及び改革法であったか否か，そして，改革

6) 朝鮮銀行『朝鮮経済年報』 1948年 I-29頁（韓国語）

によって生み出された小農経営に有利な条件が

存在したか否かが問題となる。それらの検討が

次に必要になる。

3 立法過程と農地改革法の論理

韓国では法案審議以前に帰属農地において米

軍政庁の農地改革が実施されている。この改革

が立法過程に影響していると思われるので，ま

ず，その内容について触れておこう。 1948年 3

月22日に公布された「中央土地行政処設置令（法

令第173号）によれば，「本令は土地を所有しな

い小作農民に前日本人所有農地を払い下げ，小

作農民をして自立農地所有者にせしめるよう助

け，土地所有権を広範囲に普及させて，朝鮮の

農業を発展させることを目的とする」（第 1条）

と述べられている。この規定において，注目す

べきことは「前日本人所有農地を払下げ」「土地

所有権を広範囲に普及させ」ると有償分配，私

有財産制維持の原則をとっていることである。

帰属農地には地主は存在せず，補償の必要はな

いのだから，無償分配の可能性も考えられよう。

しかし，米軍政庁は，次に予定した全農地の改

革が地主的土地所有の否定と農民的土地所有の

創設といった，私有財産制度にとっては矛盾し

それを脅かす内容を持つことから，そして，対

「共産主義」対策の点から，無償方式は避けた

ものと思われる。農地代価の償還は，平年作の

300%を15年の均等年賦で支払い、その方法は現

物償還によるとされていた（第 9条及び第 8

条）。各年毎の償還量は，年間収穫量の20%に相

当し，これは，統制小作料の33.3%よりも軽減

されている。そして，「小作及び貸賃借の禁止」

規定が加えられている。「土地代金の金額を支払

う前には」「自由売買•寄贈又はその他の処分行
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為」も「小作契約又はその他の賃貸借契約」も

一切禁止されている（第13条）。これを逆に読む

第 53巻第 3号

と償還終了後の小作・賃貸借契約は可能と解釈

できるが，償還は20年均等年賦であり事実上の

禁止に等しい。「支払完了期間前でも支払を完了

することができる」（第10条）とされていたが，

殆どの農家にとって不可能なことであったろう。

さて，次に農地改革法の立法過程をみていく

と，法案の審議は農地代価の償還と補償に最も

多くの時間が費されている。まず，農林部によっ

て実地調査が行なわれ草案が作成される。草案

では，①所有上限 3町歩・②償還は平年作の

120%. 6年間の均等年賦で支払う。③補償は平

年作の150%を3年据置10年間均等年賦の地価

証券で支払う，ことになっていた（表 4)。米軍

政庁の改革方式と比較すれば，所有上限が 2町

歩から 3町歩に増えている。これは帰属農地の

反当収量が比較的高かったためであろう。120%

6年間は年間20%償還という点でば帰属農地と

変わらないが，地価評価は120%と低く設定され

ている。補償に 3年の据置期間を置いたのは，

償還との差額30%の財政負担及びインフレ対策

を考慮したためであろう。当時の韓国政府に

とってこの30%は稔出困難であり，また，地価

証券の放出はインフレーションを加速させる危

険があった。農林部草案は国務会議へ送られ，

企画処で修正された後，政府案として国会に提

出された。企画処案は，①償還・補償共に平年

作の200%10年間の均等年賦，②補償の 3年据置

は削除，である。年間償還量の20%は草案と同

じであるが，地価評価が200%へ増額されてい

る。補償の 3年据置が消えたのは，インフレー

ションによる地価証券の減価を防ぐためであろ

ぅ。国会審議はまず産業委員会から始められて

いる。そこでは政府案は廃案とされ，新たに作

成された産業委員会案が国会本会議へ上呈され

ている。産業委員会案は地価評価は300%10年で

あり，国務会議による修正よりもさらに地主に

有利になっている。償還は，地価評価としては

帰属農地と同じであるが年間償還は30%とこれ

までで最も重くなっている。これは，初期米軍

政庁の小作料33.3%とほぼ同じ水準であり，産

業委員会は地主の利害を代表していたことにな

る。国会の質議においても補償と償還に議論が

集中したが，可決された農地改革法案は償還

125%, 補償150%各 5年であった。地価評価は

表 4 償還・補償の審議過程

償 還
法案 名 提出日 機審議 （修正関） 

単償年還度額償還額 償還期間

農林部草案 48年12月5日 企政府画処国務会議 120% 6年 20% 

企画処案 49年2月5日 国会産業委員会 200% 10年 20% 

産業委員会案 49年3月3日 国会本会議 300% 10年 30% 

農地改革法案 49年5月2日 政国会府産国業務委会員議会 125% 5年 25% 

産業委員会改訂案 50年 1月末 国会本会議 240% 8年 30% 

農地 改革 法 〔50公年3月布10日〕 150% 5年 30% 

帰中央属土農地行地政の処設改置革令 〔4 8 公年3 月2布2 日〕 米軍政庁 300% 15年 20% 

出所 農地改革史編纂委員会『農地改革史』上巻， 1970年， 370,..,_,390頁
注償還・補償額は，対平年作の比率
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補償額 補償期間 補単償年度額

150% 3年据置10年 15% 

200% 10年 20% 

300% 10年 30% 

150% 5年 30% 

240% 8年 30% 

150% 5年 30% 
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随分低くなったが，年間償還負担は帰属農地の

20%よりも高い25%である。この法案は再度，

産業委員会の修正を受け，国会に対する再審議

要請がなされた後，改革法として成立する。農

地改革法案及び農地改革法の補償をみると同じ

150% 5年であり，地価評価が低く地主に不利に

思える。しかし，単年度補償額は最高水準の30%

であり， 5年という期間は最も短くなっている。

当時の加速するインフレーションは，当然地価

証券の著しい減価を招くと予想される。ならば，

補償は早く済ませた方が地主側に有利となる。

そう考えると，補償の150%への減額は，国会に

おける地主層の後退というよりも，むしろ地主

層に有利な形での受協と考えられる。一方，償

還は150%5年であり，農地改革法案より 25%増

えている。これは，補償との差額を稔出する財

源がないと判断されたためである。それだけ単

年度の償還負担も30%と重くなっている。地主

側がインフレによる減価を避けるために補償を

急いだ結果，償還もそれにスライドさせて単年

度負担が増額されたとみることができる。財源

がないという条件下に地主補償を手厚く行えば，

それだけ償還負担が重くなるという関係にある。

償還する側としては，総額そのものが，米軍政

庁のように300%と高くても期間が15年と長け

れば，インフレーションによる償還負担の減少

が期待できる。改革法の償還規定では現物，現

金のどちらでもよいことになっていたからであ

る。しかし， 150%5年となると，総額は少くて

も期間が短い分インフレによる減価は見込めな

い。しかも，年間償還額は30%であり，改革に

消極的だった時期の米軍政庁の統制小作料に匹

敵する水準である。国会における法案審議では

期間よりも地価評価が焦点になっており，当時

の新聞の社説覧でも批判の的になっている。勿

論，地価評価も重要であるが，米生産費調査が

実施されていないためか，地代計算とそれを資

本還元する算定方式はとられていない。もっぱ

ら平年作収量との比較に依っている。地主採算

価格についても同様であり，小作料の資本還元

によって補償額を決定するという方法ではない。

その点は日本と異なっており『農地改革顛末概

要』のような資料は見当らない。いずれにせよ，

地主主導で償還と補償が決定されており，地主

層にとっては有利な条件が改革法に盛り込まれ

ることになる。

さらに，補償については，地主の転業対策が

手厚くなされている。「政府は被補償者または彼

が選定した代表者に地価証券を発給する。この

地価証券を企業資金に使用するときには政府は

融資の保証をする」（農地改革法第 8条）。これ

は，後にみるように，立法過程において地主議

員からの転業対策に関する異議が相次いだため

である。補償額を転業資金に向ける時の融資保

証まで獲得している。後述する地主層の偽装自

作化と考え合わせてみると，すでにこの時点に

おいて地主層の中には 2つの勢力があったと思

われる。即ち，偽装自作化する者と，積極的に

補償を受けて脱農し，企業家たらんとする者で

ある。そして，前者は，改革規模を縮少させる

ことになるが，後者は，帰属財産の払い下げを

目指して買収対象に入っていったと考えられよ

う。というのは，「 3町歩以上農地を自耕又は自

営する場合に法第6条第 1項の規定によって買

収される農地はその所有者の選択による」（施行

令第 6条）とあり，地主層にとっては，偽装自

作化せず意図的に買収対象に入ることによって，

企業家たろうとすることも可能であったからで

ある。

次に，もう一つの論点となった農地買収の対
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象となる農家の規定についてみよう。農地改革

法では，「農家でない者の農地」「自耕しない者

の農地」（改革法第5条第 2項）が買収対象とさ

れている。さらに，買収から除外される農家と

して，「農家で自耕又は自営する一戸当り総面積

3町歩以内の所有農地」（改革法第 6条第 1項）

と規定されている。ここで，注意しておくこと

は，第 5条で農家でない，即ち，自耕しない者

の農地一切を買収対象としながら，第 6条では，

自耕農家以外の農地を買収対象から除外してい

ることである。つまり，「自営する」農家が対象

外とされている。では「自営する」農家とは何

か。改革法施行令における被分配農家の規定に

それは説明されている。農家における「主業と

いうのは，家主又はその同居家族のどの一員で

も，その労力の半ば以上によって直接農耕に従

事するか又は農耕を指導監督してその家族の生

計を維持する場合をいう」（施行令第 2条）。即

ち，自営農とは「農耕を指導監督」する農家で

あり，当然，地主が含まれることになる。した

がって，買収対象規定には 2つの対立点が存在

する。 1つは，第 5条第 2項において買収対象

＼ 

第 53巻第 3号

を「農家でない者の農地」即ち，自耕農・自営

農でない者の農地としながら，続けて「自耕し

ない」自営農の農地は買収するとしている点。

2つには，同じ第 5条第 2項において，買収対

象に「自耕しない」自営農の農地を入れておき

ながら，第 6条第 1項では，これを買収対象外

に置いていることである。このように相対立す

る規定が改革法の中に存在することから，立法

過程において，改革法案に対する批判と農地買

収に対する地主の抵抗があったことが予想され

る。国会では，第 5条と第 6条が対立するとい

う問題に対して，「第 5条にはそうしておき，第

6条では買収しないとすれば問題になり」，第 6

条第 1項の「自営」は当然削除されねばならな

いという批判がなされた。これに対しては，地

主側の議員から，次の様な反論がなされ，結局，

23対63,棄権63票で削除せよという異議は否決

されている。

「『自営』という文句を削除すれば，今，実際

に農事を経営している多くの人達の生活が脅や

かされることになる。農村において，農事を実

際にやれる人は誰かと言うならば，大抵，モス

参考資料 農家の規定に関する法令

農地改革法第 3条 本法において農家というのは家主又は同居家族が農村を主業として，独立生計を営む合法的

社会単位を称する。

農地改革法施行令 法第 3条の主業というのは，家主又はその同居家族のどの一員でも，その労力の半ば以上に

第 2条第 1項 よって直接農耕に従事するか，又は農耕を指導監督してその家族の生計を維持する場合をい

う。

農地改革法第 5条 下の農地では本法の規定によって政府が買収する。

第 2項 (1) 農家でない者の農地

(2) 自耕しない者の農地
...... 

農地政革法第 6条 下の農地は本法により買友しない。

(1) 農家で自耕又は自営する一戸当り統面積 3町歩以内の所有地。
...... 

農地改革法施行令 (1) 法第 5条および第 6条の規定による自営というのは，果樹園，桑畑等多年性の植物の農

第 6条 業経営においても又はそれ以外の一般農地の耕作においても第 2条第 1項の定めるところに

よってこれを主業とする場合をいう。

出所 前掲『農地改革関係資料集』 1 zs,....._,37頁
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ム（年雇）を置いて農事を行っている人達が農

事に対する知識が豊富である。この人達は，農

村の生活を左右する程の人達である。この人達

の職業を全部剥奪するとすれば，この人達に何

処に行けというのか。……言葉だけ農民のため

にと言って，農村の経済力を破壊しようとする

こういう法案（削除せよという批判）には絶対

に反対だ。従って，これは産業委員会から出さ

れた原案通り，通過させるのが最も適当だと考

える 7)」。

この議員の反対説明から，産業委員会だけで

なく，国会においても地主層の勢力が強かった

ことが窺われる。こうして「自営農」が買収対

象から除外されたことにより，自耕せず農耕を

指導監督する地主（自営農）は， 3町歩を所有

できるという解釈が生まれた。その結果，農地

改革実施以前において，大量の小作地取上げと

地主の偽装自作化が生じ，改革後に地主制復活

の可能性を残すことになった。

次に，改革法成立以前における小作地の縮少

と，偽装自作化についてみてみよう（表 5)。ま

ず小作地についてみてみると， 45年12月から小

作地の移動が一応が禁止される49年 6月までの

間に，全体で57.4%に減少している。さらに，

これを分配実績と比較してみると48.0%へ小作

地が減少している。これは， 49年 6月以降50年

の改革実施に至るまでの間にも偽装自作化した

地主が居たことを示している。水田と畑の縮小

幅をみると， 45年12月から49年 6月における両

者の差が7.8%であるのに対し，49年 6月と分配

実績の比較では16.2%と畑の縮少が加速してい

る。これは，改革以前の偽装自作化等による小

作地減少ではなく，改革法において一部の畑が

7) 前掲『農地所有制度に関する調査研究』 119頁

表 5 改革以前における小作地の減少

（単位：町，％）

45年12月 49年 6月 分配面積
②十① ③十①

① ② ③ 

水田 895,313 540,196 485,267 60.3 54.2 

畑 552,046 290,067 209,627 52.5 38.0 

合計 1,447,359 830,263 694,894 57.4 48.0 

出所 前掲『農地改革関係資料集』 III 統計編

① 13頁，②24頁，③31頁

対象外に置かれたためであろう。改革法では桑

畑等の多年生栽培農地が買収対象から除外され

ており（農地改革法第 6条第 2項），それだけ畑

の分配比率を減少させたと考えられる。では，

こういう小作地の減少は，如何なる方法で進行

したのであろうか。 45年から49年に至る自作・

小作別農家戸数の変化をみると，この間におい

て自作農・自小作農がそれぞれ，約640千戸，約

306千戸増加し，小作農が約484千戸減少してい

る（表 6)。小作農の減少は，改革を予期した地

主の小作農に対する小作地の販売によるもので

あり，購入代金のために，負債を抱える農民が

多かったといわれている。自小作約306千戸の増

大はそうして小作地を押し付けられた，小作農

の小自作化・自小作化によるものである。自作

農の急増分にもそういった小作地転売によるも

のが少くないのであるが，これは，また，地主

の偽装自作化によるものでもある。逆に，小作

農から耕作権を奪い，小作地を取りあげた地主

が相当数おり，これらの現象は， 47年以降に，

ほぼ集中している。重要なことは，この期間は，

同時に改革法の成立過程でもあるということだ。

即ち，改革法は，「自営農」の 3町歩所有を認め

ており，地主の偽装自作化を後から合法化する

ことになっている。これは注目すべき点であっ

てもし買収対象から「自営農」が除外されなけ

れば，偽装自作化した地主は，「自耕農」ではな
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表 6 自作・小作別農家戸数の変化 （単位： 1,000戸，％）

自作農 自小作農

45年末 ① 285 (13.8) 716 (34.6) 

46年 337 (15.8) 810 (37. 9) 

47年 358 (16. 5) 900 (41.4) 

49年6月② 925 (36 .2) 1,022 (40.4) 

②―① 640 306 

出所桜井浩前掲書 112頁

いという理由の下に，土地を買収されることに

なり，改革の様相をかなり変えたはずである。

このように，改革法が地主の偽装自作化を合法

化する形で成立したことは，その後の実施過程

に大きな影響を与えることになる。

さて，このように地主層の勢力が強かった立

法過程において，一つだけ，地主制の復活を抑

止するかにみえる法案がつくられている。それ

は，「農地は小作賃貸借または委託経営等の行為

をすることができない」（改革法第17条）という

規定であり，改革後に地主制が復活しても法の

眼を逃れたヤミ小作という形態に留めている。

ではなぜ地主層は，この規定を容認したのであ

ろうか。小作農よりも地主層の勢力が強いこと

を前提すれば，小作禁止，賃貸借禁止は，むし

ろ地主層に有利に機能しうる。なぜなら，この

禁止規定は，耕作権を保護しないものであるか

ら，地主が小作を行えば，いつでも禁止を理由

に，小作地を取上げることができるのである。

この立法過程では小作地取上げが盛んに行われ

ており，偽装自作化した地主が再び農地を小作

に出そうと思えば，借り手である小作農に不利

で地主に有利な賃貸借関係を望むであろう。小

作禁止というのは，いつでもその規定を理由に

所有権を行使しうることを含意しており，所有

する側に有利な規定である。つまり，地主制復

活を抑止するとしながらも本当にその可能性が

小作農 被雇用 計

1,010 (48.9) 55 (2. 7) 2,065 (100) 

924 (43.2) 66 (3.1) 2,137 (100) 

914 (42.1) 2,175 (100) 

526 (21.0) 80 (3.1) 2,553 (100) 

-484 488 

ある段階においては耕作権よりも所有権を保護

し，地主に有利に機能する可能性がある。 1962

年の改正憲法では小作制だけを禁止して，賃貸

借と委託経営については言及していない。 1981

年の現行憲法では，小作制は禁止されているが，

賃貸借と委託経営は許可されている。当時は，

小作制も賃貸借も地主制の復活を抑止するとい

う観点から，同じものと考えられたわけである

が，現時点においては，その差異について多く

の議論がなされているようである。改革法立法

時においては，地主層の抵抗の中で，農民的土

地所有の法的基礎をつくることが重要な目的と

なっている。米軍政庁の帰属農地における改革

では20年後に農地の賃貸借開始を認めている。

当時の米軍政庁の見方を借りれば， 20年後には，

規模拡大による農民層の上向分解が可能とみて

いたのかもしれない。いずれにせよ，この禁止

規定が地主制を抑止するとともに，将来におい

て耕作権を保護しない規定となったことは明ら

かである。

また，小作，賃貸借禁止規定とともに，農地

の処分については次の様になっている。「本法に

よって分配されない農地及び償還を完了した農

地は所在地官署の証明を得て当時者が直接売買

することができる」（改革法第19条）。つまり，

「所在地官署」による統制はあるものの農地売

買は， 3町歩所有上限の中で可能となっていた
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のである。

4 実施過程と農地改革の成果

農地改革開始後の 2年間は朝鮮戦争と重なり，

詳細な資料が存在しない。ここでは，停戦後改

革が進展した時期の資科を中心に検討してみる。

問題となるのは，改革の実施によって地主層と

各農民層が如何なる変容を逐げたかであろう。

これを明らかにするためには，改革実施時点に

おける所有の動向・改革の条件となる補償と償

還・分配の実績・改革の成果たる農民経営の動

向等を検討していく必要がある。まず，改革実

施時点における所有規模別地主構成については，

補償石数を反当収量で換算することによって把

握できる（表 7)。この方法による桜井浩氏の推

定では，地主総数196,803名の内， 52.91町歩即

ち約53町歩以上を所有する大地主層は905名

0.5%に過ぎない。これに対し，約9.--...,53町歩

6.6%, 約4........,9町歩4.5%であり，中地主層は11.1%

となっている。残る150.062名88.4%は約 4町歩

未満のいわば小地主層であり，実施時点におけ

表 7 所有規模別地主構成の推定

地価補償石数
換算面積

人数
構成比

（町歩） （％） 

75石未満 3.97 未満 150,062 88.4 

75,......,130石 3.97,...._,8.79 7,674 4.5 

130,--...,1,000石 8.79,-....,52.91 11,162 6.6 

1,000石以上 52.91 以上 905 0.5 

合 計 169,803 100.0 

出所桜井浩前掲書， 116頁
原資料は韓国銀行『経済年鑑』 1955年，
I-80頁，韓国農林部の調査によるもの。

注）面積への換算には， 1945------50年の稲作平均反

当収量1.26石と

補償石数
平年作

=1.5が用いられている。

る地主層の所有は大半が零細規模であることが

分かる。しかし，この調査は49年以降になされ

ており，小地主層の中には偽装自作化に遅れる

か，買収除外規定に入れなかった者が多く含ま

れている。 1949年 6月現在の地主数は， 27万8,

978名とされているから10万9,175名が減少して

いる。この殆んどが偽装自作化したものである

とすれば， 49年以前の小作地減少と合わせて，

相当量の隠蔽小作地が存在し，改革規模は縮少

しているものと考えられる。偽装自作化した地

主層は，そうでない地主層と比べて独自の生産

手段，経済的依存手段を保有したことになる。

即ち，そういう地主層は改革の外に居るか，改

革の補償に依存する度合が縮少していると考え

られる。この事を踏まえた上で，補償と償還の

状況をみてみよう。

地主に対する補償は， 5ヵ年間即ち1954年末

までに終える予定であった。しかし，戦争の影

響もあって補償は進展せず， 1957年末までに延

長されている。この間の動向は，農地改革事業

特別会計（表 8) によって把握できる。これを

みる限りでは， 1955会計年度を除いて補償額は

償還額を下廻っており， 195z,...__,57年合計におい

ても， 5,883百万W(ウォン）の償還額超過であ

る。 (A-D)当初の予定では，償還額イコール補

償額であったのが，実際には大幅に地主補償が

遅れている。そして，それにも拘らず，毎年か

なりの黒字(c-R)・次年度繰越金を残してい

る。このように黒字でありながら補償が遅れた

のは，政府の補償制限措置のためである。政府

は1951年 6月に次の様な措置を発表している。

①地価証券による補償は，韓国殖産銀行の預金

として据置き，地主の生活資金として月30万W

を限度に支払う。②その他の支払いは，公租公

課・帰属財産代金以外には認めない。③地価証
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表 8 農地改革事業特別会計の分析 （単位： 100万W,%)

1952年 1953年 1954年 1955年(1) 1957年 合 計

農地代価償還金(2)R 1,000 2,078 6,704 3,588 4,013 17,383 (59 .1) 

帰属財産払下(3)@ 1,088 1,543 2,775 2,836 3,571 11,813 (40.2) 

歳入 そ の 他 52 5 31 87 43 218 (0. 7) 

次年度繰越金

゜
17 172 2,616 1,569 

合 計c 2,140 3,643 9,682 9,127 9,196 29, 414(5)(100. 0) 

農地代価補償金⑪ 917 1,656 3,864 4,414 649 11,500 (44.7) 

農地開発対策費 832 1,354 2,482 1,686 3,256 9,610 (37 .3) 

歳出 農地改革事業費 121 264 416 602 698 2,101 (8.2) 

そ の 他(4) 253 197 304 856 920 2,530 (9 .8) 

合 計R 2,123 3,471 7,066 7,558 5,523 25,741 (100.0) 

R―⑪  83 422 2,840 △ 826 3,364 5,883 

⑪―R  △ 171 113 1,089 1,578 △ 2,922 △ 313 

c―R  17 172 2,616 1,569 3,673 (3,673) 

出所韓国銀行『経済年鑑』 1954年，同『経済統計年報』 1960年より作成

注） (1)会計年度は次の通り。 1954年度は， 1954年 4月から1955年 6月までの15ヶ月。 1955年度は1955年 7月か

ら1956年12月までの16ヶ月。

(2)償還額は，一般農地分のみ。

(3)官有財産払下は1957年でほぼ終了する。

(4)歳出の『その他』は，地籍整理費・訴訟処理費・職員設置費等である。

(5)歳入の52,...,_,57年合計は，繰越金を除く。

券に対する融資は，帰属企業体の運営資金以外

には認めない。このような措置を発表したのは，

軍事費確保ということも考えられるが，地主転

業による工業の育成とインフレ抑制という 2つ

の目的が重要であろう。先に述べたように，改

革法には転業斡旋と融資保証まで加えられてお

り，補償を受ける地主は優先的に帰属財産の払

下げを受けられることになっている。 1952,......,57

年の帰属財産払下の合計額をみると11,813百万

Wであり，農地代価補償金の11,500百万Wにほ

ぼ等しい。これは，政府が，補償金を地主の奢

1多に向かわせず，帰属財産払下による工業資本

の蓄積に集中させたことを示している。この帰

属財産払下による地主工業化が成功したか否か

は別として，そのような意図をもって政府が償

還引出制限を課したことは明らかであろう。さ

らに，帰属財産払下げは，総歳入において償還

金に次ぐ地位を占めている。これは，制限措置

の目的が，補償金の政府還流によるインフレ抑

制にあったことを示している。即ち，農地代価

補償金の帰属財産払下による資金還流である。

5z.--....,57年合計における両者の金額がほぼ等しい

のはこのためであろう。ただ償還については，

インフレ抑制よりも軍糧確保が優先されたため

か，殆ど現物で行われている。その分，歳出に

よる通貨量が増大し，帰属財産の払下に補償額

をスライドさせねばならなかったと考えられる。

表 8をみると，補償の遅れは農地開発対策費ヘ
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の予算の計上のためであるかのようにみえる。

統計に占める比率も，補償の44.7%に次いで，

37.3%である。しかしこの歳出は，補償の削減

分を計上したものではなく，帰属財産払下げに

補償額をスライドさせた結果として計上されて

いると考えられる。勿論，対策費の必要性が無

かったわけではない。農業関係の政府投資は，

それまでの地主投資に代わって農業における再

生産を円滑にする必要資金であろう。しかし，

この農地開発対策費は，干拓・開拓等の補助金

に向けられている。これは，朝鮮戦争の影響と

凶作が重って食糧不足が生じている時期に，農

地の拡大による食糧供給増大を目的として計上

されている。つまり，長期の投資資金であり，

補償に優先する必然性はなかったと言えよう。

この時期にはすでに，米国の食糧援助が開始さ

れており，長期資金を投ずるよりは，援助によ

る食糧問題の解決の方が容易である。また，農

地開発を第 1に優先していたとすれば，毎年の

黒字と，次年度繰越金は生まれなかったであろ

う。では，ィンフレ抑制を目的とした補償方式

は，地主層に如何なる影響を与えたのであろう

か。当時の報告によれば，「地価証券所持者は，

現金の必要に逼迫して，或者達はその地価証券

の受取額面の20,--....,30%の減価で，他に譲渡して

いる」とある 8)。したがって，この措置が補償を

受けた地主にとって不利な面も有していたこと

は事実であろう。また，地主転業についても成

功した者は多くなかったといわれている。しか

し，先にも述べたように，これには，偽装自作

化した地主層は含まれていない。それゆえ，中

小地主の没落がみられたとしても，地主層全体

の没落とまで言えるかどうか疑問であろう。

8) 韓国銀行『経済年鑑』 1955年 I-79頁

次に，償還と分配の状況をみておこう。償還

は，改革法では現金でも可能となっていたが，

実際には先に述べた通り現物で行われている。

50年から57年には年間数十乃至数百パーセント

にも達する激しいインフレの時期であったから

現物支払ならば農家の負担は相当軽減されたは

ずである。償還は補償に比べて順調に実施され

ており，現物による徴収がかなり厳しかったこ

とを示している。しかも，地主投資・地主金融

に代わる新たな公的機関の整備されていない段

階であるから償還を完了する前に負債を抱えて

土地を手放す農民が現れている。韓国銀行の『経

済年鑑』 (1955年版）によれば， 1954年12月末現

在， 1万3,006件， 3,146町歩が売られている。

以上のように加重な償還負担の下でも分配は

進んでいる。分配面積は694,894町歩であり，被

分配農家戸数は1,626,989戸だから， 1戸当り平

均0.43町歩の分配となる。これを分配農家の種

類別にみれば次のようになる（表 9)。「当核農

地を耕作する農家」即ち，小作農・自小作農が

1,513,994戸93.1%。次いで「耕作能力に対して

過少な農地を耕作する農家」即ち， 3町歩以内

の自作農が4.5%である。「営農力を持った被雇

用農家」とは，主に地主の下に雇われていたモ

表 9 分配農家戸数の構成 (1961年12月31日現在）

（単位：戸，％）

農家種別 戸数 構成比

当該農地を耕作する農家 1,513,994 93.1 

耕作能力に対して過少な農地
74,401 4.5 

を耕作する農家

営農力を持つ被雇用農家 35,275 2.2 

殉国烈士遺家族 2,070 0.1 

国外から帰還した農家 1,249 0.1 

合 計 1,626,989 100.0 

出所前掲『農地改革関係資料集』 III統計編， 34頁
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スムといわれる農民の事である。これが， 35,275

戸， 2.2%であるが，農地改革としてはかなり広

範囲の農家を包括していることになる。このモ

スムと小作農・自小作農で95.3%と大半を占め

るわけだが，一戸当り 0.43町歩の分配では，経

営規模の小さい農家が多数生み出されたことに

なろう。改革前後における経営耕地規模別農家

戸数をみると， 0.5町歩未満の農家戸数は，改革

後において増加している（表10)。農地改革以前

の47年と改革開始後 6年を経た55年を比較して

みると， 0.5未満層は39.3%から43.1%へ増加し

ている。その後，この階層は50年代を通じて42%

台を推移している。これに対して， 0_5,....,_,1. 0層

は34.4%から31.1%へ減少し， 60年代に入って

再び増加傾向にある。この階層は64年以降も増

加を続けている。したがって，農地改革は零細

農耕を再生産しており，改革以後もその構造に

規定されていると言えよう。これに対し， 1.0,....,_,

2.0層及び2.0,....,_,3_0層は改革によって各々 0.7%•

0.1%増加している。これには， 0_5,....,_,1. 0層の内

農地の分配をうけて上層へ入った者と，偽装自

作化した地主層が含まれていると考えられる。

第 53巻第 3号

そして， 3.0以上層は1.5%から0.3%へ1.2%減

少しているが，これには， 3町歩以上を所有し

ていた自作農で所有上限 3町歩の規定により経

営規模を縮少させた者が含まれていると思われ

る。これら1,0町歩以上層は農地改革後1963年ま

でにおいて急激な増加は示していない。しかし，

農地の配分によって1.0,,.....,2. 0層へ上向した農民

層は比較的安定的な経営を維持しているのでは

ないかと思われる。勿論，他方では，先に述べ

たような1.0町歩以下層の滞留が改革後顕著に

なってきている。これは，改革法における小作・

賃貸借禁止規定が有効に機能しているためであ

ろう。耕作権は保護されないのであるから，規

模拡大は困難である。所有の方が耕作権よりも

優先されているのであるから，零細農が賃貸借

によって規模を払大する事も困難であるし，又，

逆に，中農層が零細農の土地を借り受けて規模

を拡大するのも難しい。各階層における規模別

構成の硬直性は，小作・賃貸借禁止規定による

ものであるとも言えよう。償還後の農地売買・

被分配地の売買は可能となっていたのであるが，

3町歩の限度内であるため，農地取得による規

表10 農地改革前後における経営耕地規模別農家戸数の推移 （単位： 1,000戸，％）

年次 0.5町末満 I 0.5,...._,l.O I 1.0,...._,2.0 I 2.0,...._,3.0 I 3.0町以上 1 合 計

1945 

1946 

1947 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

47 (2.3) 

35 (1. 7) 

31 (1.5) 

6 (0.3) 

8 (0 .4) 

8 (0 .4) 

7 (0.3) 

7 (0.3) 

7 (0.3) 

6 (0.3) 

7 (0.3) 

9 (0.4) 

出所朝鮮銀行調査部『経済年鑑』 1948年。韓国銀行『経済年鑑』 1956• 57• 58年
韓国銀行『経済統計年報』 1960• 64年
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2,009 (100.0) 

2,081 (100.0) 

2,106 (100.0) 

2,218 (100.0) 

2,201 (100.0) 

2,211 (100.0) 

2,218 (100.0) 

2,267 (100.0) 

2,350 (100.0) 

2,327 (100.0) 

2,469 (100.0) 

2,416 (100.0) 
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模拡大は難しい。そうなると賃貸借しなければ

ならないが，これも禁止規定ゆえに難しい。こ

れらの事が，改革後の零細農耕を存続させ，規

模拡大を押し留めていると考えられる。ただ，

3町歩以上の経営能力を有する農家があれば，

3.0以上層は拡大していくはずである。しかし，

改革直後においては，そのような傾向はみられ

ない。 2.0'"'--'3.0層， 1.0'"'--'2 . 0層についても同様

である。

では，再生産された零細農耕は如何なる生産

力を有したのか。稲作反当収量を 4つの時期に

区分してみよう。（表11)。1946年から1950年は，

解放後，日本人経営の肥料工場が機能を停止し

た混乱期である。その結果，平均反当収量は，

植民地期の1940'"'--'44年平均の1,314石を下廻る

1,286石である。これに対して，朝鮮戦争が終

り，改革が進展した1954'"'--'58年には，すでに植

民地期の1,314石を上廻り 1,444石に達している。

さらに， 1959'"'--'63年は1,518石に達し，これは植

民地期の豊作年1941年の1,591石に匹敵するも

のである。このように，改革後，反当収量が増

加傾向にあるのは，とにかくも，農地の解放が

農民に与えたインセンティブが小さくなかった

ためであると思われる。それまで，地主所有の

農地を耕作していた小作農民が，僅かながらで

も自己所有の農地を取得し，そこにおける農産

物を自ら処分できることになった。この事が生

産意欲を少なからず増大させたのであろう。

結びにかえて

50年代における韓国の農地改革は地主制とい

う従来の統治機構を国内から放逐するとともに，

自立した農民経営を創設して経済発展の基礎を

構築するという理念を持っていた。このために

農地改革法には小作・賃貸借禁止規定があり地

主制の復活を抑止しているが，同時に，改革が

再生産した零細農耕を固定し小農の経営規模拡

大を阻止することにもなっている。また，改革

それ自体は立法過程において地主勢力の影響が

強かったことから，偽装自作化した地主の土地

所有を合法化する形で改革法を成立させており，

改革後には小作再生問題が現われている。しか

し，地主層の過半は改革に応じて地価証券によ

る補償を受けており，転業を試みた地主の多く

は没落している。従って，この改革が残したも

のは零細農耕と偽装自作化した地主層であり，

小作・賃貸借禁止規定が緩やかにそれらを制約

しているというのが改革後の実清であった。勿

論，改革は農業生産にも影響を与えており，稲

作反当収量は改革以前に比べて上昇している。

これは，農地の解放が農民に与えたインセン

表11 稲作反当収量の推移 （単位：石）

年次 反当収量 年次 反当収量 年次 反当収量 年次 反当収量

1940 1,304 1946 1,088 1954 1,393 1959 1,479 

1941 1,591 1947 1,233 1955 1,413 1960 1,411 

1942 1,298 1948 1,381 1956 1,516 1961 1,662 

1943 1,223 1949 1,400 1957 1,413 1962 1,388 

1944 1,152 1950 1,330 1958 1,485 1963 1,649 

平均 1,314 平均 1,286 平均 1,444 平均 1,518 

資料 農林部『農林統計年報』 1952年。韓国銀行『経済統計年報』 1957.60. 64年。
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ティブが小さくなかったためである。けれども， や小農経営の性格について検討しなければなら

彼らが農業生産力の担い手たりうるか否かを明 ない。

らかにするためには，その後の農業近代化政策
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