
１　「時代の中」の農村社会学

1．1　研究対象の「時代認識」とその特徴（大変動期の学問と研究）
筆者が、社会学を学び始めたのは、昭和43年（1968年）に山口大学文理学部の社会学研究室

に入学してからのことである。先生は故山本陽三先生（教授）と木下謙治先生（助教授）であっ
た。両先生から、社会学のイロハと現場での社会調査の手ほどきを受けてきた。両先生とも、
農村社会学をベースに実証的な研究方法を軸に、集落、家族、コミュニティ等の地域研究を活
発に展開されていた。筆者も、よく分からないままガムシャラに調査にくっついていった。

時代は、戦後の混乱期を抜け、池田勇人の「貧乏人は麦を食え」や「戦後は終わった」から
は遠くなった。「所得倍増計画」の掛け声とともに高度経済成長期に突き進み、東京オリンピッ
クから大阪万博を成功させ、産業化・都市化・大衆社会化が急速に展開した。一言で言えば、
日本社会の岩盤構造であった「農業社会」から、「産業社会」・「都市化社会」に大転換していく

【変動過程の時代】であった。この間に人々の生活構造は、農山村から都市へ多量の人口移動
（過疎・過密）をし、「百姓」からサラリーマンに転身した。生活様式は、電気、ガス、水道、
道路等のインフラ産業の上に、家電製品や自動車をベースとした利便性を重視し、また外食や
クリーニング等のサービス産業に依存する所謂「近代的生活」を享受した。この変化を、社会
的成長・発展として肯定的に受け入れていた大変動期であった。 一方で、農村から大量の若壮
年層の都市部への移動や就業構造の急速な変化によって、農業・農村は、大きな「曲がり角」
の連続であり、「近代化」の負の部分に苦悩していた。

そして現代では、経済のグローバル化と IT 化に伴う情報化社会の側面も急速に進行してい
る。このような日本の社会構造の変化が、我々個人の生活構造と生活実態を大きく変えたこと
を、筆者自身も確実に実感していた。考えて見れば、両先生は、戦後復興の農山村のあり方や、
農村の近代化・民主化問題および、過疎化や都市化に伴う地域変動、および核家族化や農山村
の若年層流出に伴う家族や集落の変動の構造的変化を実証的に検討していた。多分、多くの社
会学者もこの社会構造の変動と地域変動を真正面から研究していた。大きく言えば、日本社会

戦後日本の農村社会学は、何を追いかけてきたのか
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の構造変動としての「近代化論」の実証研究でもあった。すなわち、戦後の昭和期の日本の社
会学は、岩盤としての「農業社会」が、変質・変容をしていく過程をひたすら追いかけてきた。

社会学はカール・マンハイムの言うがごとく、「時代」に強く拘束される学問である。しか
し、時代の渦中にいると現象の変化に惑わされ、実体や本質の抽出に苦労することが多い。テー
マ「戦後日本社会の近代化」は、社会学以外の研究者も含め、多くの研究者によって立派な研
究・発表がなされてきた。ここでは、屋上屋を架すようなことはせず、筆者自身の身の丈から
考えた「戦後日本の近代化とは何だったのか」を追いかけてみたい。さらにできれば、現代社
会を【ポスト農業社会】という時代認識の下で、「農村社会学が何を追いかけてきたのか」を特
別意識しながら検討していきたい。

1．2　 『国勢調査』から見た、100年の社会構造の実証的な変化 
―【農業社会】から【ポスト農業社会】（【産業社会】）への大変動

2020年は、第一回国勢調査が行われた1920年から100年経つ。また、1945年の第二次世界大戦
の敗戦から75年経つ。漠然と日本の近代化を考えるよりも、100年というタイムスパンの中で、
国勢調査という日本社会の個々人の属性データの積み重ねという科学的エビデンスを利用でき
ること。また、戦後75年が経ち「戦後」という時代イメージが、世代によって異なり、ボヤケ
はじめてきている。その中で、私が生きてきた昭和24年（1949年）から令和２年（2020年）現
在までの時代の社会状況（Leben）に関わる「昭和初期を含め、戦後混乱期・昭和の高度経済
成長期・平成期という時代」を、私の研究対象である農業・農村・家族などの変化を軸に、人々
の暮らしがどのように変化してきたかを総括し、社会学的にどのようなアクセントをつけるの
かに挑戦してみたい。

このことは、図１「社会構造の時代区分別基本構造の指標」を概括してみるとよくわかる。
E〈農業従事者数〉を見てみると、明治期から昭和40年（1965年）までの農業従事者数は1400
万を軸に1000万を超えていたが、1980年に697万人、2015年に209万人まで減少している。また、
J〈GDP に占める農業総生産額〉は、1955年の18％から1980年の４％、そして2015年の1.6％ま
で減少している。これらの指標から、日本社会は就業構造的にも産業構造的にも【農業社会】
から【産業社会】に変質している。 そして、1960年頃から1990年頃までの大変動期を、『高度
経済成長期』と名付けたり近代化・産業化・都市化と呼んできたが、要するに【農業社会】か
ら【産業社会】 ＝ 【ポスト農業社会】に転換していく過渡期として認識すべきである。考えてみ
れば、農村社会学はこの過渡期の変化を、農業・農村側から克明に追い続けることに注力して
きた。そして、見えないゴールに消耗していることも事実である。

しかし、【産業社会】 ＝ 【ポスト農業社会】になったとはいえ、農業者も存在するし、農業生
産額もある。単に農業経済学のように産業としての農業の在り方を問うのではなく、【ポスト農
業社会】での農業や農村の社会的意味を問うことが現代の農村社会学の現代的課題である。そ
の中でも、現代の日本人が急激な「近代化」過程の中で、「食と農」及び「農村・都市」に関し
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てどのような現実の関係性と社会認識の変化を問い続けたい。図２「生活構造上の時代区分別
『農・食・家族』の特徴の変遷」は、この間の時代的特徴（農業社会－転換期・高度経済成長期
－サラリーマン社会）に対応するＡ「食と農」の社会的特徴を、ア～キまでの７つのアイテム

明治期 大正期・昭和前期 昭和後期・成長期 平成期 令和期
1872年 1900年 1920年 1955年 1965年 1980年 1990年 2015年 2025年

明治５年 明治33年 大正９年 昭和30年 昭和40年 昭和55年 平成２年 平成27年 令和７年
A 総人口 3480万人 4384万人 5596万人 8927万人 9827万人 1 億1706万人 1 億2361万人 1 億2709万人 1 億2254万人
B 総世帯 ― ― 1112万世帯 1738万世帯 2306万世帯 3410万世帯 4067万世帯 5333万世帯 5412万世帯
C 総有業者数 ― ― 2732万人 3959万人 4796万人 5581万人 6168万人 5891万人

社人研
（2017; 2018）

による推計
D 農家世帯数 ― ― 548万世帯 604万世帯 566万世帯 466万世帯 383万世帯 215万世帯

E 農業従事者数 1469万人 1357万人 1391万人 1485万人 1151万人 697万人 481万人 209万人
（*2018年 =175万人）

E-2 農地面積 ― ― 6,071,889ha 5,183,073ha 5,133,831ha 4,705,587ha 4,198,732ha 2,914,860ha

農家率（D/B） ― ― 49.3％ 34.8％ 24.5％ 13.7％ 9.4％ 4.0％
農業就業者率（E/C） 77.0％ 55.2％ 50.9％ 37.5％ 24.0％ 12.3％ 7.8％ 3.5％

F
生涯未婚率　男 2.17％ 1.18％ 1.50％ 2.60％ 5.57％ 23.40％
生涯未婚率　女 1.80％ 1.47％ 2.53％ 4.45％ 4.33％ 14.10％

G
初婚年齢　　男 25.02歳 27.05歳 27.41歳 28.67歳 30.35歳 31.10歳
初婚年齢　　女 21.16歳 24.69歳 24.82歳 25.11歳 26.89歳 29.40歳

H
平均寿命　　男 42.06歳 63.60歳 67.74歳 73.35歳 75.92歳 80.75歳
平均寿命　　女 43.20歳 67.75歳 72.92歳 78.76歳 81.90歳 86.99歳

I GDP 8 兆8000億 34兆6000億 251兆5000億 457兆4000億 530兆5000億

J 農業総産出額 （J/I） 1 兆 6 千億
（18％）

3 兆 2 千億
（ 9 ％）

10兆 3 千億
（ 4 ％）

11兆 5 千億
（2.5％）

8 兆 7 千億
（1.6％）

「食と農」における、
時代区分による

社会・政策の大転換
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図１　社会構造の時代区分別基本構造の指標
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明治期 大正期・昭和前期 昭和後期・成長期 平成期 令和期
1872年 1900年 1920年 1955年 1965年 1980年 1990年 2015年 2025年
明治5年 明治33年 大正9年 昭和30年 昭和40年 昭和55年 平成2年 平成27年 令和7年

総人口 3480万人 4384万人 5596万人 8927万人 9827万人 1億1706万人 1億2361万人 1億2709万人 1億2254万人
総世帯 ― ― 1112万世帯 1738万世帯 2306万世帯 3410万世帯 4067万世帯 5333万世帯 5412万世帯

Ａ　

食
と
農

ア 社会的特徴 農村社会 転換期（高度経済成長期） サラリーマン社会

イ 対象者 百姓 
（マジョリティ）

〈農民・（生産者）・兼業農家〉 
パラダイム転換

小農（マイノリティ） 
消費者（マジョリティ） （農的生活者） ？

ウ 農（業）の特徴 食料不足の下の『生業』 「生産力農業論」 
（生産と生活の一体化） 的世界　

農業・所得が基準（産業・職業化） 
（生産と消費の分離）

規模拡大　 VS  　小農 
  近代農法　　 有機農業

※1「生活農業論」 
　 的世界の視角

エ 社会経済体制 「地主・小作制」と後発型の日本資本主義 自作農主義をバックに高度経済成長 
農業離脱（兼業・離農化）

社会的基盤の溶解 
家族と世帯の分離

オ 食糧（事） 飢餓的 食糧増産 豊かさの追求の中心（外食・中食） 輸入増加の飽食 食品ロス、子供食堂

カ 人口政策 農村の過剰人口（二、三男対策） 過疎・過密（人口移動） 限界集落 ※3ヘタリ集落化

キ 農村政策 伝統的定住型「イエ・ムラ」社会 近代化・民主化・都市化 地域おこし（活性化） ※2
戦後農山村の政策史

Ｂ　

家
族

ク 家族観 直系家族観 
（祖父母＋直系父母＋子供達）

近代化・民主化と「核家族」観 
都市型（夫婦＋子供）

社会移動に生活基盤の溶解 
（祖父母 / 父母 / 子供達）の別居

ケ 世帯 本家・分家 「イエ・ムラ」　 　都市化・核家族化 極小化・分散化 ※3
過疎地の三層構造

コ 結婚 見合婚 恋愛婚 晩婚化・非婚化

サ 生活規範 家父長制 民主化・近代化 ジェンダー・フリー

Ｃ 

人
口
動
態

シ 平均寿命 人生50年 人生60年 高齢化・人生80年

ス 出産・死亡 多産－多死 多産－中死 少産－少子 少産－多死

セ 居住移動 定住型田舎 移動（都市集中） 三層構造（分散）

※１　生活農業論　　　※２　戦後農山村の政策史　　　※３　過疎地の三層構造

図２　生活構造上の時代区分別「農・食・家族」の特徴の変遷

（封建遺制論争）
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で整理している。続けて、大きく変動したＢ「家族・世帯」の社会的特徴を、ク～サの４つの
項目（家族観、世帯、結婚、生活規範）によって整理した。最後に、Ｃ「人口動態」の変動を、
シ～セの平均寿命、出生・死亡、定住・移動の３つの点から整理したものを表化している。

２　近代化とは、「食べ物を作らずに、食べ物を買って暮らすこと」

2．1　近代化についての一般的理解への挑戦
筆者が考える「戦後日本の近代化」とは、『食べ物を自分達で作って生活していた人々が、自

分達で作らず買ってきて食べる生活に変わり、人々の生活実態や生活構造およびその社会構造
をも含めた全体的・総合的社会変化である』と考えている。分かりやすく言えば、日本の近代
化とは、【食べ物を作らずに、買って暮らす】人々の世になったことである。人類が農耕生活を
はじめた文明史以降、「食べ物の生産を考えずに、暮らしていける人々」はほとんどいなかっ
た。いてもごく少数の特権階級であった。しかし、日本でも1960年以降、「食べ物の生産を考え
ずに、暮らしていける人々」 が大量に発生し、日本社会のマジョリティになったのは、特筆す
べき個人レベル・集団レベル・マクロレベルでの社会の構造変動である。

一般的に、戦後日本社会の近代化とは、大きく①産業化、②都市化、③民主化による社会構
造の大変動として整理されることが多い。確かに、①産業化や②都市化について見てみると、
国勢調査や産業・就業データを見ると、日本の産業が農林業から工業や商業に変貌し、農村か
ら都市に大規模な社会移動を起こし、都市社会化していることは誰でも分かる。なお、③民主
化については、農地改革や日本国憲法、民法改正および男女平等政策や教育制度の改革とも連
動するため、1960年頃ではなく、1945年の敗戦に伴う政治的・社会的変革が大きく影響してき
た。この３つのシステムの変動が絡まりあい、有機的に連携しながら、我々の暮らしや社会を
個人レベル・集団レベル・社会レベルの構造変動として「日本の近代化」を進めたと一般的に
理解されている。

本論では、この「近代化」の一般的解釈に批判や異論を加えたいわけではない。一番言いた
いことは、「戦後日本の近代化」とは、『食べ物を自分達で作って生活していた人々が、自分達
で作らず買ってきて食べる生活に変わったこと』であり、そのような人々の生活実態・生活構
造および社会構造の総合的変化を捉え、論証することである。すなわち、戦後の日本の社会学
は、【食べ物を自分で作らず、買って食べる人々】の生活課題の処理や仕組み（システム）を研
究することであった。また、農村社会学はこの大変動下に、「農業」と「農村」の実態変化を克
明に追いかけることと、その変化の社会的意味・意義を求めていく作業であったと思う。

2．2　人類と「食と農」（唯物史観の限定性）
近代化に伴う「食と農」の変化を考察する前に、人類にとっての「食と農」の原理・原則を

考え直しておきたい。非常に重要なことだが、先史時代までは、人類は農耕を営んでいなかっ
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た。  すなわち、「食」はあったが、「農」はなかった。人類が農耕（耕作と畜産）を始めたのは
わずか４万年前～１万年前と言われている。それ以前では、他の動物やサルと同じように自然
条件の中で食べ物を得ていた。すなわち、「食べ物を作らずに、自然の恵みの中で」暮らしてい
たことになる。近年の人類考古学の発展で、石器時代以前の人間の暮らしが急激に分かってき
た。農耕が発生して、今までとはけた違いに安定的な食糧確保の仕組みが生まれた。それを、
拡大・持続化するシステムが文明である。文明が生まれると、文字や神話や歴史が作られる。
この神話や歴史には、人類は大昔から農耕をし、食べ物を作ってきたという虚構の歴史が作ら
れてしまう。しかし、実際には農耕はかなり新しい時代になって発生しているが、人々は「食
い物」がなければ、人は生きていけないのだから、「農耕はあったはずだ」と考えてしまう。こ
の大きな誤謬が、文明（農耕・聚落・階級・政治・支配・国家・法律・文字・科学・宗教・思
想・文芸・絵画・歌 etc）が発生した時代から現代にまで歴史的に引き継がれている。

この、農耕に関する誤謬の中で最も重要なテーゼは、「生産があって、初めて生活（消費）が
ある」というマルクス主義的な唯物史観が根強いことである。マルクスもエンゲルスもウェー
バーも現代の人類考古学は知らなかった。マルクスの「生産力＋生産関係（下部構造）が社会
関係や価値意識（上部構造）を規定する」というテーゼは、農耕が始まった以降の文明社会に
対しては適応できるが、農耕以前の先史時代の社会には適応できない。

以上のように、人類の「食と農」の関係は、意外と複雑である。まず、有史以前は、自然に
依存し、食べ物を作ることを知らずに生きてきた。だから、いつも飢えと飢餓の中で細々と生
きていた。それゆえに、４万～１万年前に、農耕（耕作と畜産）を発見・発明したことは人類
史上の大変革を引き起こした。それ故、以降の文明社会では、生産することが人間の諸活動の
中で、最も重要視されてきた。生産・労働・勤労・努力・倹約・貯蓄…etc といった概念や価値
観が古今東西重視されてきた。現代の資本主義社会も社会主義社会も生産主義偏重型社会であ
ることは言うまでもない。特に、食べ物を作ることは、時には神聖視された人間の行為として
位置付けられてきた。これは、食べ物を得るための行動や行為を起点として社会のシステムを
形成していたからである。

2．3　近代化と「食と農」における「生活構造分析」
「近代化」とは、この人間にとって最重要であった「食べ物を得るため」の社会システムや

人々の行為や意識が、急激に変質していったことでもあった。社会的分業や産業化によって、
人々の日常の行為や活動（意識を含む）が「食べ物を作ること以外」の領域に振り分けられて
いく過程であった。同時に、人々の生活構造及び社会構造の中で「食と農」の位置づけやウエ
イトよりも、「豊かになること」（カネと利便性）の方が重要性が増加していった。結果として、
農業就労者が減り、サラリーマンが圧倒的に増え、【産業社会】に移行した。

この「食と農」から見た、近代化過程を「生活構造分析」的に簡単に説明したい。まず、人々
の「生活実態」として、農作業に費やする時間や仕事内容が少なくなっている状態が発生する。
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これを「生活構造」的に見れば、百姓からサラリーマンへの就業構造の変化として位置付けら
れる。この就業構造の変化が、社会的構造として安定化した場合、日本社会が【農業社会】か
ら【産業社会】（【ポスト農業社会】）とみなすことが出来る。このように個人やグループの「生
活実態」とそれを整理した「生活構造」及びマクロな「社会構造」を関連させて分析する手法
を「生活構造分析」と私は呼んでいる。

ここで、一般的に「生活構造分析」という分析手法について説明しておきたい。基本的には、
社会現象を個人レベル・集団レベル・マクロレベルでの生活課題の処理の仕方の相互連関と総
合的把握であると考えている。抽象的ではあるが、概念図的に図示したのが、「図３ 生活構造
分析の枠組み」である。すなわち、個人レベルでは生活課題の処理をめぐって、人々は社会的
行動や社会意識を発現する。それを個人レベルで記録すれば「生活実態」として記述される。
集団レベルでは、その「生活実態」を整理・分類したものが「生活構造」として定置できる。

「生活実態」と「生活構造」は、個人的視点から見るか、集団的視点から整理・分類するかの違
いである。そして、マクロレベルでは、集団的な「生活構造」を国家社会や時代の特徴的構造
として把握し、それを「社会構造」としてシステム的に捉えていく方法である。

非常に抽象的な説明であるので、以下、具体的には社会学の研究事例を用いて説明したい。
1930年代頃の日本は、紛れもない【農業社会】であった。この頃の農村での人々の「生活実態」
を非常に明確に記述しているのがジョン・F・エンブリーの『須恵村』であった。熊本県球磨
郡須恵村に住む人たちの生活課題の処理をめぐる日々の行動や行為を個人的レベルだけでなく、
家族や集落的な集団レベルも含めて克明に記録し、分類している。何を食べていたかまで再現
できる。このような研究作業が「生活実態」を把握する手法である。これが現地調査であり、
エンブリーのように１年間にわたって参与観察的に調査を行うこともある。ときには、エスノ
メソドロジー的手法とも言われる。

次に、鈴木栄太郎の『日本農村社会学原理』や有賀喜左衛門の『農村社会の研究―名子の

図３　生活構造分析の枠組み

家族就労・居住、
食と農、家事、育事、
教育、医療、介護、
運輸・交通、購買
etc
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賦役』等の、農村社会学上の金字塔を作り上げた著作を見てみると、「生活実態」については数
多くの調査データとして記録されているが、著作としてはそれを整理・分類した「生活構造」
として分析している。さらにその「生活構造」から、1930年代の【農業社会】を中心とする日
本社会の「社会構造」を鮮明に抽出している。すなわち、有賀や鈴木の「イエ・ムラ論」は、
二重の意味で、単なる農村や農業で暮らす人々の生活を記述したものではない。

その第一は、「イエ・ムラ論」は単に農村社会に留まらず、日本全体の「社会構造」の骨格を
提示していた。また第二に、これらの業績は個人レベル・集団レベル・マクロレベルの各レベ
ルで、戦前の日本社会全般に通底する生活原理を描きだしていた。

表１　戦前・戦後の研究・著書

1938（S13）年 『農村社会の研究―名子の賦役』，有賀喜左衛門

1939（S14）年 『須恵村』（35-36年の生活実態），ジョン .   F.  エンブリー

1940（S15）年 『日本農村社会原理』，鈴木栄太郎

1941～1950年 研究困難期

1947（S22）年 『中国村落の社会生活』，福武直

1948（S23）年 『社会学の現代的課題』，福武直

1949（S24）年 『日本農村の社会的性格』，福武直

1953（S28）年 『日本の農村社会』，福武直

1981（S56）年 『農村集落構造分析』，山本陽三

ここで筆者が強調したいことは、1960年頃までは日本社会が【農業社会】であったという、
社会学的なアクセントである歴史社会像の認識である。すなわち、1945年の敗戦という政治的
大変動があっても、1960年頃までの日本は典型的な【農業社会】であった。個人レベルでも、
多くの日本人（農民のみならず非農業者も含め）は、その日常の生活行動（朝起きてから、夜
寝るまでの間の行為や暮らし）や生活意識は色濃く農業・農村的な生活様式であり、現代とは
隔絶の感がある。また、家族や集落生活などの集団レベルにおいても、【農業社会】をベースと
する生活構造を持っていた。

まず、1960年頃の35歳女性（地方都市居住、非農家、既婚、子供３人）の日常生活を考えて
みよう。彼女の日常を「生活実態」的に記すると、「朝起きたら、ガスも電気ストーブもない中
で、竈や七輪に炭で火をおこし、朝食の準備をする。パンなど考えたこともない。コメは実家
から送ってきた米であり、タクアンも自宅で漬けたものである。衣服も和服半分、洋服半分で
あり、アパレルメーカーなどという言葉すら知らない。テレビも携帯もない中で、親戚や実家
の人達や近隣の人達との関係性を濃密に維持した生活を送ってきた。学歴は中卒の人が多く、
実家は農家である場合も多かった。子供に対する希望も…」になる。

次に、彼女の「生活構造」は、「①地方都市居住の農村出身のサラリーマン家庭の主婦として
位置付けられる。②既婚で３人子供がおり、生活水準は中ぐらいである。外食はせず、夕飯は
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一家団欒の家庭食が多い。③まだテレビも洗濯機も掃除機も持っていない。家事に多くの時間
を費やしている。④夢はテレビを購入することであり、⑤子供は高校に入学させる予定である
…」と整理し、典型的な昭和30年代前半のサラリーマン家庭の専業主婦として整理できる。そ
して、このような時代の「社会構造」としては、「もはや戦後ではない」という言葉と高度経済
成長期の初期の社会的姿として映し出すことが出来る。このような作業を個別課題の中で繰り
返すことである。

すなわち、この35歳女性の日常行動（「生活実態」）から、集団レベルの「生活構造」や日本
の「社会構造」の中に、【農業社会】から離脱・変容していく「近代化」の実態変容を認識して
いく作業を行っている。このような視点が「食と農」から見た近代化の「生活農業論」的分析
である。

３　戦後の日本農村社会学が追いかけてきたもの

3．1　「イエ・ムラ」論をめぐる疑念と評価の相克
筆者は、1970年頃から農村社会学的な研究をはじめた。以降、かなりの長い間、次の二つの

疑念に苛まれていた。一つは、前述した「食と農」の問題というか、「生産」と「生活（消費）」
の位置づけであった。この問題は、近年の人類考古学的な歴史認識の進展によって、農耕以前
の人類の生活実態が鮮明に分かった。農耕の発生は、わずか４万年～１万年前に過ぎず、それ
以前の生活実態が徐々に分かってきた。人間は「食うことを安定させるために、農耕という生
産様式を作り出した」とも言える。

二つ目は、「イエ・ムラ」を基本的にどう位置づけるかであった。（A）イエ・ムラを前近代
的な「克服されるべきもの」として研究の基礎に据えるか、それとも（B）イエ・ムラを社会
的関係の共同性を担保する実態として評価するかの選択は、研究者にとって非常に重要かつ根
底的な課題であったと思うし、現代も課題である。この問題の「正しい答え」は、多分すんな
り出てこない。歴史的な研究史の事実の中からしか、課題は見えてこない。

表１「戦前・戦後の重要な研究・著書」の1940年『日本農村社会学原理』（鈴木 1940）から
1949年の『日本農村の社会的性格』（福武 1949）までは、10年近くの時間差がある。時間差以
上に、イエ・ムラに対する「まなざし」が異なっている。このまなざしの違いが、我々戦後生
まれの農村社会学研究者を苦しめてきた。すなわち、一言で言えば、（A）イエ・ムラは克服・
解体するべきなのか、（B）イエ・ムラは残すべきなのかの選択であった。この選択は、学問的
選択以上に時代的・政治的潮流からの選択に社会的影響を受けていた。言うまでもなく、1945
年の第二次世界大戦の敗戦と、それに引き続く GHQ の占領体制下の日本社会の動向である。研
究の「社会構造」が、大きく研究者の「生活構造」と「生活実態」に影響を与えた典型事例で
ある。

1940年から1955年くらいの間は、「社会学的戦中」（戦争の影響をもろに受けた戦闘中と、敗
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戦後の疲弊・混乱期の社会学的呼称）であり、学者が調査や研究をおちおちと行える状況では
なかった。だから、農村社会学に限らず多くの学問において、休止と断絶が発生している。ま
た、社会学においても、昭和25年（1950年）頃までは戦前の研究者が公職追放令等の影響をを
受けて、復帰できなかったこともあった。

ここで最も重要な事は、有賀、鈴木が「イエ・ムラ」論を根拠に、イエ・ムラが日本社会の
構造原理であり、人々の生活構造の原型を提示した。これに対し福武は、戦後の日本社会の在
り方を「民主化・近代化」の嚮導理念のもとに置いた。特に日本のマジョリティを成す農村社
会に対しては、伝統的なイエ・ムラは民主化・近代化のために、「克服されるべきもの」として
位置付けた。それゆえ、戦後の1950年代以降の『村落社会研究会』の研究テーマは、イエ・ム
ラの「封建遺制論」やマルクス主義的な「農民層分解論」が展開された。しかし、このイエ・
ムラを「残すべきか、克服すべきか」の結論がつかないうちに、1960年代以降に【高度経済成
長期】がはじまり、産業化と人口移動によって日本の社会構造が大転換しはじめた。特に、農
村人口の急激な減少は、イエ・ムラを残す、残さないの議論よりも、圧倒的質量でもって農山
村の「過疎問題」に収れんしていった。 民主化という理念よりも、過疎という実態がイエ・ム
ラを変質・変貌させた。

ここで振り返ってみると、農村社会学の研究において二つの重要な視点が見えてくる。一つ
は、農業・農村の実態の変化をデータ的に把握する「実証研究」である。もう一つは、農業・
農村のあるべき方向を示す嚮導理念を掲げ、それへの対応問題を検討していく「理念及び目標」
の研究である。

3．2　戦後農村の「実像の変化」と「嚮導理念」
この100年間の日本の農村社会学が「追いかけたもの」を、大まかに整理すると図４のように

なる。まず、日本農村の【実態像】の確定は、1920年の「第一回国勢調査」をベースにした実
証データや有賀喜左衛門、鈴木栄太郎等の実証的フィールド調査が行われるまで待たなければ
ならなかった。1930年代後半に、いわゆる「イエ・ムラ」論として確立された。すなわち国勢
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図４　戦後農村社会学の変容の概念図
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調査において、「世帯」の概念が導入されたことにより、データ的に日本の村落構造を実証的に
確定できた。すなわち、「家族」は総合概念であり、分析概念としては不適であるため、「世帯」
概念の導入により、農家「世帯」のデータと、集落構造のデータ的実態が確定されていった。
これが「イエ・ムラ」論の実態的な構造を示した（典型的には、「鈴木の集落の三層構造論」）。
この実態的構造は戦時中も維持され、1960年頃まで色濃く維持される。すなわち、戦前の農村
社会学の追いかけたものは、【農業社会】である日本社会の構造的原理を「イエ・ムラ」論に
よって措定したのである。戦前の日本社会の実像的な構造および日本人の集団原理や行動原理
を鮮明に描き出したことにより、現代まで社会科学上の大きな業績を残した。

しかし、「イエ・ムラ」論の最大の不幸は、実証的でデータに基づく日本社会の構造及び日本
人の生活原理をも明らかにした研究が成熟しないままに、太平洋戦争により断絶させられたこ
とである。また、敗戦により、イデオロギー的な社会の【嚮導理念】（近代化・民主化）からは
批判的・否定的に扱われた。このような状況の中で、日本の農村社会学の【実態像】と【嚮導
理念】との間に分裂が発生し、「イエ・ムラ」論を軸とする村落社会研究は動揺せざるを得な
かった。この動揺は、現代にまで影響を及ぼしている。

戦後の民主化は、イデオロギー的な「近代化」政策としては導入されたが、【農業社会】の基
盤構造を大きく変容させるものではなかった。しかし、政策や学問上は戦後の民主化の中で、
農村社会の前近代性を克服することに力を注がれ、農地改革や選挙制度等が変わり、岩盤を軟
弱化させた。ただ、学問上はイエ・ムラ的な「共同体」を巡って、評価が紆余曲折し混迷する
こともあった。近代化・民主化論的視点からは、「共同体」の持つ「封建遺制」の前近代性の問
題や「農民層分解論」などの変革理論が議論され、イエ・ムラは「克服されるべき存在」と位
置付ける人も多くいた。同時に、イエ・ムラは家族や村落共同体の原型として、社会の共同態
の根幹を成すがゆえに簡単に否定することも出来なかった。 現代の日本社会における【革新と
保守の対立】の原型でもある。

3．3　「イエ・ムラ」共同体（実態の変化）から幻想の『コミュニティ』（嚮導理念）へ
1960年以降の高度経済成長期は、日本社会の急激な産業構造の変容と人口移動に伴う都市化

によって、【農業社会】が急激に【産業社会】に変容していく変動・解体期として特徴づけられ
る。そして、現代の2020年代においては、完全に【ポスト農業社会】に移行している。

1960年頃から1990年頃は農村社会学上のテーマは、実態構造としての人口移動や就業構造の
変動をベースに農山村の「過疎化」や「離農・兼業化」の研究などが中心になった。また、こ
の時代には地域社会領域の研究において、都市社会の増大・変容に連動した『日本都市社会学
会』の成立があり、産業資本主義下における都市・農村をワンセットで捉える『地域社会学会』
が形成された。しかし、今から考えてみれば、人口移動と職業変動という個人・集団・社会の
実態の大変動を、実証的かつデーター的に追いかけ、把握するのに精一杯であった。

図５「農村社会学が追いかけた「実態」と「理念」」の高度経済成長期を見ると、村落研究や
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農村社会学の研究対象は、「イエ・ムラ論」的な共同体論や、農民層分解論および国家独占資本
主義論などマルクス経済学の影響が強いテーマから、急速に過疎化や離農といった現実的実態
の変化の追求に追いまくられた。日本社会に大変動が発生したからである。

農村の若壮年層を軸とした人口の都市移動（過疎問題）と、農業就業者の離農と兼業化によ
る職業変化は、大げさに言えば、有史以来の日本社会の大変動であった。「衰退する農業・農
村」とか「ムラは滅ぶ」とか「農政の曲がり角」等というキャッチフレーズが横行した。特に、
1971年（昭和46年）の『減反政策』は、有史以来の国家・社会の基本的政策（米を作ることが
国家・社会の礎）を転換した大変動であった。日本社会が【農業社会】から【ポスト農業社会】
へ転換していく時代的な象徴的政策が『減反政策』であった。農民だけではなく、農業関係者
は大きく動揺を覚えた。

この過疎化や農業離脱などの大変動期に、多くの農村社会学者や農業経済学者が活動を行っ
た。その中でも、島根大学の安達生恒と山口大学の山本陽三をクローズアップしてみる。

安達生恒は、過疎化現象の根源的プロセスを1970年代に既に解明している。過疎現象は次の
〔　〕内のように進行する。〔（①人口・戸数の減少⇔②農業や産業の衰退・生活環境の悪化⇔③
住民意識の後退）⇒集落の解体・消滅〕という一連の悪循環構造として捉えている。なお、現
代の若い研究者の中には、過疎問題を2005年の大野晃の「限界集落論」をベースとした研究言
説から出発する者が多く、あまりにも勉強不足である。過疎論の研究は50年の歴史があり、日

実
態
と
理
念

政治的
区分

社会的
区分

1945 1960 1990 2020

戦前 政治的戦後 高度経済成長期

社会的に「農業社会」 変動期 解体期
（ポスト農業社会）
高度産業化社会

鈴木・有賀らの
「イエ・ムラ」構造

日本における、社
会構造・生活構造
の実態を抽出し原
理・原形を提示す
ること。

● 政治的変革
（農地改革、参政権、
男女共学、民法改正）

「イエ・ムラ」に対する
時代意識の評価

封建遺制の研究
（マルクス学の影響）

激動の人口移動と職業移動

「ムラ」⇒職業変動
（過疎・過密）

「イエ」⇒家族・世帯

競争社会

・グローバリゼーション
・モータリゼーション
・東京一極集中

VS 対抗文化

・地方創生
・小農学会

・克服されるべきもの
・農村の近代化・民主化
（西欧市民像）

「イエ」⇒ニューファミリー
個人主義・家電

「ムラ」⇒コミュニティ
（幻想として）

（実在概念→調査概念）

⇒

過疎化の解釈 「限界集落」概念

空白期

1940 1950

福武直の発言

都市化・ニューファミリー化
共同体の解体

幻想のコミュニティ

カネ持ちになる
便利になる

以外の目標なし

価値
目標

・共同性の具体的
担い手の喪失

・社会統合の難しさ

・社会福祉学の台頭
・具体的生活課題の処理集団
・行政・社協・NPO

社会学の嚮導理念？

嚮導理念としての
「ムラの精神」

VS

「イエ・ムラ」の共同性・合理性（1980年,山本陽三）

・都市化・過疎化の事実変動の解釈学化

・嚮導理論なき事実の分析科学化

学問傾向

● 農業社会の実態は維持

・明確な嚮導理念

図５　農村社会学が追いかけた「実態」と「理念」
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本の大社会変動に研究者が、時々刻々どのように立ち向かっていったかの軌跡が刻まれている。
過疎論の最大の評価は、人口動態の変化と地域社会の変容プロセスを、実態として分析するこ
とであった。

一方、社会学的な研究関心は、【実態の変動】のみならず、関係論的な意味としての家族や集
落の「結合」について関心を持った。すなわち、農村・都市を問わずに基礎社会の『共同態の
変容・維持』を捉えようとした。そこには、学問的には社会学上の嚮導理念として「追いかけ
るもの」が必要になっていた。その答えが『コミュニティ』であった。『コミュニティ』は外来
の概念であり、イエやムラのように歴史的実体概念でもない。また、農村概念でも都市概念で
もない、モデル的な地域社会を想定した行政概念であった。ムラが縮小し、都市が膨張し、人
間関係が希薄化、無機質化していく中で、共同体に代わる疑似共同態としての『コミュニティ・
モデル』を追いかけた。そして現代も追いかけている。実態は存在しないが、政策的理念とし
て、家族、農村、都市を問わず、人々の理想的な社会集団としての『コミュニティ』の研究が
1970年代から始まった。この『コミュニティ』が、研究における時代の嚮導理念となった。

ここで『コミュニティ』概念の知識社会学的検討を加えておきたい。『コミュニティ』という
概念は、1969年（昭和44年）の経済企画庁の国民生活審議会における「コミュニティ（近隣社
会）―生活の場における人間性の回復」という報告で出された。それまでイエとムラや町内会
と自治会などはあったが、『コミュニティ』という言葉も概念もほとんどの人は知らなかった。
経済企画庁や自治省が『コミュニティ』を頻繁に使用した意図は、1960年代から急激に始まっ
た都市化によって、全国的に（都市も農村も）地域社会の「つながり」が減退した。そのつな
がりを回復・創生させる対策として、行政、特に中央官庁によって提起されたのが外来用語の

『コミュニティ』である。日本の地域社会の伝統的・実態的な「つながり」である「イエ・ム
ラ」や町場の「町内会」などは、戦前の封建的支配とつながるのでターム・概念としては利用
するのを意図的に忌避した。すなわち、「イエ・ムラ」や「町内会・自治会」という戦前の行政
支配的ニュアンスを有する文言は使えなかった。

結局、目新しい『コミュニティ』という言葉で、行政サービスへの住民の自主的な参画を促
した。同時に、高度経済成長期の急激な人口移動のなかで急激に低下した近隣社会の社会的紐
帯を再構築していくための嚮導理念としての『コミュニティ』概念でもあった。この『コミュ
ニティ』という集団の概念は、「生活の場において、市民としての自主性と責任を自覚した個人
を構成主体として、地域性と各種の共通目標をもった、開放的でしかも構成員相互に信頼感の
ある集団」であると規定されていた。この概念では、非常に立派な理想的な市民（農村・都市
を問わず）が、自主的に開放的に近隣活動を行うという趣旨である。客観的に見れば、理想的・
理念的な努力目標であり、行政上の地域社会に対する強力な嚮導理念としては理解できるが、
実際にこの『コミュニティ』のような地域社会の形成は非常に困難であり、現実との乖離が危
惧された。

その後、自治省を軸に行政主導的に全国的な国民運動としての『コミュニティ形成活動』が
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展開され、国民の多くが『コミュニティ作り』運動に巻き込まれた。この間、国および全国の
自治体のみならず、マスメディアや雑誌およびアカデミズム（特に社会学会）において『コミュ
ニティ』は一般的なワードになり、気が付いたら学問上の社会的存在に変貌していた。なお、
社会学上の論文、雑誌で『コミュニティ』関連の研究が溢れかえるようになったのは1970年代
からのことであった。

以上のことは、上記の図４『農村社会学が追いかけた「実態」と「理念」』の中でコンパクト
に整理している。

3．4　「イエ・ムラ」再評価論と地域活性化活動
怒涛のような農山村の過疎化による実態の悪循環構造のなかで、1970年代に政府は、「過疎対

策」として工場誘致等の経済基盤の浮上による産業効果対策をとってきた。しかし、経済効率
の悪さから、農山村への誘致企業の進出はなかなか進まず、過疎化はますます進展した。結局、
2010年代に大野晃の「限界集落」という概念すら生まれてきた。構造的には、日本全体の少子
化現象も相まって、農山村は「人口の自然減少（死亡＞出生）状態」に入っており、過疎化の
基本構造は現在も変わっていない。

ただ、「座して待つ」わけにはいかず、過疎化へのカウンター政策や活動が現れた。1980年代
に入ってから、企業誘致など外部からの経済的刺激に依存するよりも、過疎地住民が自ら保有
している資源を再評価し再活性化させていこうとする「むらおこし」型対策が主流をなしてき
ている。大分県の一村一品運動、広島県の「過疎を逆手に取る会」などである。そこでは、単
に農山村の産業育成に着目するだけでなく、住民の地域活動を活性化させたり、農山村の生活
様式の良さを再評価したりする総合的対策のなかから、過疎化対策を考えていこうとする姿勢
に変わりつつある。また、過密化や自然喪失に悩む都市生活者に対して、農山村生活の良さを
アピールし事業化していく「山村・都市交流」の事業化なども活発化している。

このような農山村再評価の一連の事業や活動の根底には、次のような農山村認識の転換が起
こっていた。その初期の代表的研究者は、山本陽三である。戦後の「克服されるべき存在とし
てのイエ・ムラ」を軸とする農山村の近代化論・民主化論の根底には、福武直の「過小農論」
が存在した。すなわち、日本の百姓は農地が小さすぎるために、自立（律）できず相互に依存
することによって生き延びてきた。だから、前近代的かつ封建的な社会システムの中で、抑圧
された存在として位置付けられた。だから、規模拡大をベースとする経済的基盤の中に、農業・
農村の近代化を模索した。現代も、農水省や農学部の生産力主義的な先生たちに根強く残って
いる理屈である。

この理論は、論理的には合理性を持つが、最大の難点は日本が国土が狭いことである。すな
わち、農地が狭い中で欧米型の大規模農業や近代化農業は、大きな無理がある。このことに関
して、山本陽三は1975年頃に根源的な問題提起をしている。「日本の小農は欲するが故に、小農
である。」というテーゼである。すなわち、経営基盤の狭い農地では、規模拡大・単作型近代経
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営よりも、林業・養蚕・養蜂・稲作・麦作・野菜・野草・畜産（牛・豚・鶏・ヤギ）等の複合
経営を展開するための労働力と生活（労働力の再生産過程）にとって小回りが利く小農≒家族
農業が合理的であると喝破した。すなわち、農業生活を生産力だけで見るのではなく、生活主
体としての農民達の暮らしと農業を連携させる志向の中で、日本の小農の合理性のアドバンテー
ジを強く主張した。この主張が最も明確に現れているのが、「矢部調査・糸島調査」と呼ばれて
いる『農村集落の構造分析』（山本 1981）である。

山本は、1979年（昭和54年）に53歳で亡くなっている。亡くなる直前に、現在行われている
様々な農村活性化事業の原型的アイデアを様々に持っていた。大分県中津市耶馬渓の下郷農協
の研究の中から、有機農業や加工品の開発、さらには地域生協（北九州市民生協から F コープ
生協）の形成過程を応援していた。また、農家レストランや農家民宿などのグリーンツーリズ
ム運動の原型を、大分県湯布院の中谷健太郎氏と語らっていた。また、「道の駅」の原型となっ
た山口県阿東町の船方総合農場の複合経営を評価していた。すなわち、現在農山村の地域活性
化施策の原型やアイデアは、既に45年前におぼろげな形で形成されていた。

４　平成期における九州の「食と農」

4．1　「生活農業論」 と九州の有機農業者たち
1990年代以降の平成期に入ると、社会は完全に【産業社会】になり【ポスト農業社会】とし

ての実態が強くなった。その結果、農業や農村のあり方を、従来の【農業社会】の中での位置
づけとは大きく異なった視点や立場からアプローチしなければならない。一言で言えば、「農
業・農村」というワンセット概念が通用しなくなった。しかし、意外と行政や学問は、時間の
連続性の軛から逃れきれずに、未だに【農業社会】の中での「農業・農村」の位置づけに固執
していることが多い。具体的に言えば、「生産力的農業論」（生産力アップをベースとした技術

（モノ）・経営（カネ）の領域研究）が幅を利かせていた。
しかし、「生産力農業論」だけでは、現代の農業・農村の課題や領域をカバーできなくなって

きている。1990年頃から、農業の担い手は減少し、急激に高齢化しはじめた。また、政府の農
業政策の基本が、増産・増収政策から儲ける農業に転換した。政府指導の農政では、農業の徹
底的な資本主義的産業化政策であり、「金儲けのための農業」として位置付けられた。また、当
然その中に大規模化や機械化および化学肥料の多投などのカッコ付きの「近代化政策」が進め
られた。この政策過程は、農業の意義を一部の販売や経営者だけに限定し、社会の中における
農の持つ多様な意味や豊かさを、生活者から隔離することになった。

これに対して、必ずしも賛成する人達ばかりではなかった。特に、アメリカのレイチェル・
カーソンの『沈黙の春』や、有吉佐和子の『複合汚染』を読み、水俣病に対する告発運動など
から、「食と農」の安全性の問題と、環境汚染と農業の問題が具体的に社会的テーマとなってき
た。そして、現在では、SDGs（持続可能な開発目標）に代表される地球規模の総合課題にまで
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広がっている。その中核に、「食と農」の問題がある。しかし、既存の農学・農政は狭い「産業
としての農業」にとどまっている。

このような「食と農」を取り巻く劇的な社会構造の変動を整理すると、次のようになる。第
一に、かつてマジョリティであった〔百姓・農民・農業生産者〕がマイノリティになったこと
である。第二に、マジョリティになったのは消費者であり、バケモノのような「現代的消費者
の登場」が「食と農」の考え方を変えてしまった。第三に、グローバル化に伴う農産物貿易品
の増加（日本は世界の農産物の10％を輸入している）とおよび「食と農」の近代化による安全
性や環境問題への疑念・疑義の噴出である。

激変した社会構造（【ポスト農業社会】）の下での新たな農業論として、筆者が提唱したのが、
『生活農業論』であった。簡単に要約すると、以下の図６「生活農業論の分析パラダイム」よう
になる。

従来の農学理論が農産物の生産や増産を軸とした〔モノ・カネ〕の領域を中心とした「生産
力論的農業論」であるのに対し、この『生活農業論』は〔モノ・カネ〕だけでなく、〔ヒト・ク
ラシ〕を加味した総合的視点からの農業論である。具体的に言えば、農産物を作る担い手の領
域だけでなく、その農産物を買って食べる消費者の領域も研究対象となっている。すなわち、
主体としての生産者および消費者の社会的構造も検討する。また、その人たちが暮らしている

図６　生活農業論の分析パラダイム
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生活世界の変化なども（職業のあり方、交通・通信手段、世帯構成の変化、家電製品の発達 etc）
をも分析・研究対象とする。言い換えれば、従来の「食べ物が足りない時代」の中では、食糧
生産を軸とした〔モノ・カネ〕をどう生産するかという視点からの「農学的農業論」であった。
一方、【ポスト農業社会】の中では、「食と農」のあり方を人々の生活や社会との関連の中で把
握する「社会学的農業論」の色彩が強い。すなわち、「食と農」の在り方を、〔モノ・カネ〕だ
けでなく〔ヒト・クラシ〕の領域も加えた上で、どのように有機的連関が成立しているのかを
構造的に探るのが『生活農業論』である。

かつて栗原百寿が農業経済学と農村社会学との関係を、「木に竹を継いだような関係である」
（栗原 1954）と言った時代から、大きく時代が変わったのである。一言で言えば、「農業や農産
物は変わっていないが、ヒトとクラシが大きく変わり、社会が変わったのである」。このパラダ
イム転換は、多くの農業関係者に理解してもらいたい。 モノを軸に考える農業論から、ヒトと
クラシに重点を注ぐ農業論への変化である。

このような社会変化の中で、農業の課題も①有機農業を軸とした「食と農」の見直し、②消
費者運動や都市・農村交流などの社会運動、③環境・気候問題を軸とするサステナビリティへ
配慮した社会運動（SDGs）などが発生してきた。このような問題は、④産業論に限定されてい
る既存の農学・農政に対する反発が、全国各地で発生した。特に、九州さらに福岡県を軸とす
る農民達の中で重層的に運動や活動が展開されてきた。

具体的に言えば、ⓐ宇根豊を軸とする「減農薬運動」、ⓑ古野隆雄や萬田正治を中心とする
「合鴨農法」と「全国合鴨水稲会」、ⓒ八尋幸隆を軸とする農家と消費者との交流活動である「む
すび庵」の展開から、ⓓ徳野貞雄の「道の駅」や「生活農業論」の提唱があり、ⓔ山下惣一・
萬田正治が共同代表の『小農学会』の設立などを行ってきた。なお、これらの活動は、単独で
行われたものでもなく、時間的・人材的にも重層的に展開されてきたものである。

また、少し文脈は異なるが、農地・農村を食糧生産の物質的・空間的基盤とみなす既存農学
に対し、農村を人々の生活・社会空間とみなし、そこに「食と農」やツーリズムの文化地域活
性的資源が累積されていると、社会学者はみなした。その生活空間を、九州では、「民間の道の
駅」の展開や農家民宿などのグリーンツーリズム事業などの活動が比較的活発に行われた。熊
本の阿蘇小国町の木魂館の「九州ツーリズム大学」や大分県安心院町や球磨地方の「農家レス
トラン」や「農家民宿」、水俣で環境問題を意識した「愛隣館の棚田の明かり」等の活動であ
る。特徴は行政主導の政策ではなく、農民と都市の消費者の実質的な連携活動であり、社会運
動的活動として特徴づけることが出来る。筆者の主観的なバイアスを排除することは出来ない
が、九州のこの動きは、1990年代（平成期）の日本の「食と農」の在り方と農山村活性化活動
に強いインパクトを与えてきたと考えられる。

筆者は、九州の革新的な農業者や地域づくり活動家と実践的に交じり合って行動していた。
その結果、研究と活動の境界が不鮮明になり、現代的課題に対して敏感になり、独自の農業論
を展開することになった。
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4．2　【ポスト農業社会】の中の「食と農」 （現代の農村社会学は、何を追い求めるのか？）
リアリティのあった「農業・農村の実像」がボヤけて曖昧化し、「イエ・ムラ的共同体」も歴

史的概念として変質してしまった。また、嚮導理念としての『コミュニティ』の追求も、時代
的に色あせてしまった。現在、我々は、農村社会学にどのような実態と嚮導理念を求めている
のかを再整理する必要がある。しかし、現実には従来から行ってきた課題やテーマを継承し続
ける研究者も多いし、必要でもある。社会構造・生活構造・生活実態が大きく変わった中で、
新たなテーマや課題を設定していくことは容易にできない。何に焦点を定めるかは、非常に難
しい。しかし、現在持っているアイデアだけでも表明しておきたい。

すなわち、【ポスト農業社会】の中で、「農業・農村のこと」を考えるという若干矛盾した視
点や立場に立たざるを得ない。そこで、対象（実体）の追求としては「農業」の代わりに「食
と農」のあり方を問い、「農村」の代わりに「地域の人々の生活課題の処理」の現実的方策を考
える領域を主要な対象（実体）目標とすることを提案する。一方、どのような社会や地域を作
るかの嚮導理念は、特定のあるべき姿を理想的に追求するのではなく、個々の現象や要因がど
のように有機的に連関しているかを実証し、解決することである。例えとして適当でないかも
しれないが、17の SDGs の目標だけでなく、169の具体的ターゲットを現実化していくことと似
ている。

 具体的な新しい農村社会学の対象（実態）は、「農業・農村」の変化を継続的に追求するとい
う考え方もありだが、消費者や非農業的領域をも含めた「食と農」という枠組みでアプローチ
することも必要であると考えている。一方、「食と農」の枠組みの中で、人々の社会関係・社会
集団の形成過程がどのように変化するのかも追求しなければならない。箇条書き的に整理する
と、以下の （1） ～ （3） のアプローチが考えられる。
（1） 「食と農」を総合的・社会学的に捉えるアプローチ
（ア）「食と農」の歴史社会学的事実の科学的な再認識の必要性。すなわち、従来の「農」（生

産）があって「食」（消費・生活）があるという文明（農耕）史以降の常識を見直してほしい。
唯物史観の歴史的限定性の確認である。（イ）人間にとって「食」の持つ意味や機能と本源的研
究が必要（食物学・栄養学的視点ではなく、社会学的視点からの研究）。（ウ）人間にとっての

「農」の持つ意味についての本源的研究、特に、現代社会の中での「農」（農業・農作物・農作
業・農家・農村 etc）の機能と意味についての研究。（エ）「食」と「農」の連関性と社会的共同
性や社会的分化についての原型的思考などについての研究。（オ）農業を営む集団の変化と、家
族や集落との関係性を「担い手」を軸に検討し続ける。家族農業や小農論への展開も視野に入
れる。
（2） 農山村に住み暮らす人々の生活防衛を軸とした地域福祉社会学的なアプローチ
（ア）過疎化や人口減少に伴う農家世帯の極小化・分散化における、生活防衛の担い手確保の

現実的対策。（イ）農山村の高齢者等に対する生活維持・生活支助のシステムについて他出子論
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や地域福祉論、行政サポートのあり方を問う研究。（ウ）人口減少や限界集落論と関連する地域
活性化政策や地域づくり運動などの再検討。（エ）生活防衛組織してのイエ（家族）とムラ（集
落・地区）およびコミュニティとの違いの時代的変遷の検討。（オ）人間の人生にとって「農」
や「自然」の意味や、共同作業や共同意識について考える。
（3） 気候・環境問題をベースとした人間と自然との関係への農村社会学的アプローチ
（ア）社会学の中でも、自然・環境や気候といった物質的領域と人間との関係性を再構築する

学問として、環境社会学以外、数少ない現実的研究である農村社会学を強化していく必要があ
る。（イ）具体的には、農学が蓄積している様々な技術・知識を社会学的に解釈し直していく方
法もある。（ウ）現実的には、近年多発する災害に対し、農山村の被害と命を守っていくための
災害社会学的な視点の研究も必要である。（エ）農と自然が蓄積してきた「恵み」を、文化社会
的に活用していくための観光社会学的視点もありうる。
 以上のような対象設定が有力であると思われる。この対象設定は『生活農業論』的考え方と
も共通していると思う。しかし、なかなか明瞭で統一的な回答を出すことは難しいと思う。特
に、農村社会学が農学的研究と異なり、農やクラシにおける人間同士の様々な労働過程の中で
形成されてきた、社会関係・社会集団へのアプローチが農村社会学の持つレゾンデートルの一
つである。その現代的テーマをどのようにして、【ポスト農業社会】の中で見出だしていくかが
問われている。我々はどのような社会関係・社会集団を求めているのかを指し示す、一つの現
実的モデルが求められている。

そこで、『近代化とは食べ物を自分で作らず、買って食べる』という私の独自の視点から「食
と農」の持つ社会関係・社会集団の在り方を再度考えなおしてみたい。

4．3　「食と農」のもつ共同性（態）
1960年頃までの【農業社会】では、人々の行為や労働の対象は、長時間にわたって「食と農」

を確保するために使われていた。また、そのための共同労働の相手は家族、親族、近隣、集落
などの【知っている人々】の間で行われていた。すなわち、「食と農」の確保を【知っている
人々】の間で形成していた生活構造の中での「社会関係・社会集団の累積体」を共同体として
実感していた。それゆえ、【農業社会】の中では、「イエ・ムラ」という関係性と集団の累積体

（共同体）が、何ほどか「食べ物を作り一緒に食べるという共同行為」の中で、歴史的実体とし
て形成できた。具体的に言えば、農作物を作るための様々な共同労働が、人々の強固な社会関
係と社会集団を生み出した。また、食べるための作業も世帯・家族を中心にした集団的行為で
あった。時には集落の人々との共同飲食を、シンボリックな宗教的儀礼として我々意識と共同
態的確認を構築し続けた。言い過ぎかもしれないが、「農作物の共同労働」や「共食」・「共同飲
食」が、人々の社会関係・社会集団の実態的な共同性を担保したと考えている。

一方、近代化されつつある「高度経済成長期」や【産業社会】の中では、「食と農」の確保
は、【知らない人々】との間で分業化、システム化され、貨幣（カネ）によって「商品」として

― 24 ―



獲得されることが多くなる。時には、海外からの貿易事象として扱われることもある。「食と
農」に関して人々は、具体的かつ直接的な社会関係、社会集団（共同体）を形成できないまま、
社会の中の「一消費者」もしくは「一生産者」として分断され、商品としての食べ物（農産物
および食品）の売買を行う市場関係者としてシステム的に位置づけられる。すなわち「食と農」
という人間行為のワンセットの関係事象から、分断された「食」と「農」の産業事象に変化さ
せられている。すなわち、現代は「食と農」の関係性の中に強い「人間疎外」が発生している
ため、日常生活の中に共同性や共同態の実感が非常に乏しくなってきている。

しかし、現代でも共同性や共同態の実感が乏しい「食と農」であっても、農業や農村および
食事風景に「幻想としての共同態」や「コミュニティ的つながり」を粉飾する作業が、メディ
アによってしばしば強力に行われている（いわゆる「消費される農業・農村」）。次に、私は「食
と農」という領域を、物質的・経済的な領域（「なにを食べるか」）ではなく、「誰と食べるか」

「どういう状況で食べるか」といった、「食と農」における人間の営みに関係する様々な社会的
行為や社会的現象を検討する領域を、『食

た

べ事
ごと

論』という研究領域として立ち上げている（徳野 

2019）。この「食
た

べ事
ごと

論」的アプローチは、従来「食」に対する研究・検討が物質的な栄養素や
カロリー、また価格等に偏重していることを避けるためである。意図して「食」のもつ人間関
係性や、社会的意味に焦点を当ててアプローチしていくことを意図している。すなわち、食べ
物が足りなかった【農業社会】での「食」の物質的・経済的視点から、現代の【産業社会】（ポ
スト農業社会）での飽食の時代の「食」における人間関係や社会システムを再検討する手がか
りとしている。

５　農村社会学の持つアドバンテージと現実的目標

5．1　生活防衛の担い手と共同性の原理を求めて
【産業社会】・【ポスト農業社会】での現在、かつての現実態としての「イエ・ムラ」的共同体

や理念的共同態としての『コミュニティ』を漫然と追い続けることは、現在の農村社会学では
困難になりつつある。すなわち、我々は実態としての「農村社会の姿」や嚮導理念としての方
向性を明確かつ具体的に展開することができないからである。だから、「都市・農村交流」と
か、「共生社会」とか「多様性」の重視、もしくはサステナブル（持続性）や SDGs の達成等、
根源的かつ汎用性が高い目標や、抽象的な嚮導理念が多くなってきている。別の言い方をすれ
ば、今実際に要求されている具体的な生活課題を処理する人的集団や仕組みが、広角的に家族・
近隣・共同体・自治体・NPO・NGO・ボランティア集団・企業集団・国家・国連 etc に拡散し
ており、有効な集団・団体として焦点化されることが出来ていない。現代社会における、追い
かけるべき存在としての共同体（態）の実体も理念もボヤけていると言える。

その原因は、言うまでもなく、産業化・都市化やグローバリズム等の社会変動であり、玉野
和志の言う「惑星規模に広がる都市化」によって、特定領域の農村・都市の境界が空間的のみ
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ならず、生活様式や生活構造においても融合し始めているからである。このような時代変動の
中で、現代の農村社会学の流れを整理すると、特定の地域領域を地誌学的視点から研究する特
定領域研究を除けば、次の３つの流れに整理できる。

第１番目は、産業化・都市化の進展に伴い（【農業社会】から【産業社会】・【ポスト農業社
会】への移行）都市と農村の実態（職業、教育水準、移動性、生活資源や様式、情報環境、etc）
が不明瞭になる中で、従来の、研究対象を都市と農村の二分法的な分析から離脱し、「都市と農
村の交流」に代表される【都市と農村の関係性の実態】に対する検討が行われている。具体的
テーマとしては、「消費される農業・農村」研究や農業の六次産業化や農村のグリーンツーリズ
ムなどの実態研究である。また、筆者徳野が行ってきた、「他出子研究」もその中に含まれる。
この関係性の力点は外部（都市側）に軸を置くものと、内部（農村側）に軸を置くものに分か
れる。しかし、基本的には都市と農村の二分法的な分析基盤の上に立脚したものでもある。2020
年度の村研大会のテーマセッションの『日本農村社会の行方』は、このような流れの中で行わ
れるものと思われる。

第２の流れは、農村社会学の実態的な社会像や嚮導理念の閉塞状況の中で、「今できること」
や「現実にしなければいけないこと」等に、社会的レンズの焦点を絞りなおし、具体的現実に
対応していこうという潮流が生まれている。 現実の農山村の様々な生活課題を処理する担い手
を探る【実践的レンズ】の焦点が、「地域福祉社会学」への期待なのかもしれない。具体的に言
えば、高齢化社会の中での高齢者をサポートする担い手。農作業の担い手確保（農福連携ボラ
ンティアや外国人労働力問題）。過疎農山村に限らず一人暮らし老人への行政サポート。シング
ルマザーへの子育て支援。障害者やハンディキャップのある人への支援。格差社会における困
窮者への支援 etc. の活動は、かっての【農業社会】では「イエ・ムラ」の共同態的集団の中で
潜在的機能として担われてきた機能である。だから、有賀は「イエ・ムラ」を生活防衛集団と
も呼んできた。すなわち、その生活防衛の人的担い手や仕組みを確保することが、【農業社会】
の解体・変動によって「アソシエーション」や「企業的サービス」に期待したが、十分な機能
を果たせないままであった。さらに、「ボランティア活動」や「NPO・NGO」等にも期待した
が、担い手が拡散するなかで、我々はまだ生活課題の処理の具体的・現実的な担い手や仕組み
を明瞭に見つけられないでいる。
【産業社会】への移行によってこの課題はますます困難になってきた。【産業社会】での生活

防衛や生活課題の処理の仕組みの一つとして、『地域福祉社会学』が脚光を浴び始めている。分
かりやすく言えば、農村社会学が抽出したかつての『家族共同体（態）』や『村落共同体』に、
生活課題の処理を託すことが出来なくなってしまった。また、理念的に作り出した『コミュニ
ティ』にも、現実の生活課題を処理していく担い手やシステムを見出だせなかった。それゆえ、
具体的担い手を見つけ出す学問的営為が発生してきたのである。それが、『地域福祉社会学』へ
の要請である。分かりやすく言えば、明示的に人の役に立つために勉強するなら、社会学より
福祉社会学の方が分かりやすいという選択である。
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第３の流れとして、SDGs に代表されるような広角的な視野での学問的な総合性（有機的連
関性）への潮流も拡がっている。すなわち、「食と農」を軸に自然や環境および生活システムが

「有機的に連携」し、課題を個別的に追いかけるのではなく、総合的に研究・対応をすべきであ
るという視点である。具体的に SDGs の目標を見てみると、〔①貧困をなくそう、②飢餓をゼロ
に、③全ての人に健康と福祉、に代表される〕目標は農村社会学が追い求めた目標と同じであ
る。SDGs は現代的に、地球規模での持続性（サステナビリティ）を目標に17の具体的な開発
目標を持ち、169のターゲットを絞り込んで対応しようとしている。また、そのための232の指
標も用意されている。ある意味では、農村社会学が持っていた広角的視野の原理や指向性と非
常に似通っている。

このように、現代の【ポスト農業社会】の中での農村社会学の方向性は、①「都市と農村の
関係性」を再検討する潮流、②農山村の生活課題の処理をする現実的な担い手を確定化する地
域福祉社会学的な潮流と、③近代化・産業化によって歪曲化されている現代社会の在り方を、

「食と農」をベースにしながらも総合的・有機的に再検討しようという、広角的レンズも持って
いる。すなわち、食の安全性や有機農業及び、家族・小農論に関係する研究である。さらに、
SDGs の課題にも具体的展開に参画していく流れである。

5．2　「豊か」だが「幸せでない」人々の暮らしの中での農村社会学
以上、現代（【ポスト農業社会】）の中での農村社会学の大きな流れを整理したが、もう一つ、

決定的に重要だと思っている方向性について記述したい。それは、【農業社会】から【産業社
会】に移行した中で、人々の多くは【豊か】になったという実感を持ちながら、【幸せ】に疑
義・疑問を持つ人が多いのも事実である。一言で言えば、近代化・産業化（利便性と物質性）
に対する不安や懐疑である。このような不安・懐疑を要約したものを一言で言えば、『何故、
人々はいつまでたっても、農と故郷に憧れ続けるのか』の答えを出すことが、現代の【ポスト
農業社会】の農村社会学の重要な課題の一つである、と考えている。

人々は、【豊か】になるために農を産業化し、機械化し、大規模化してきた。さらに、農から
離脱し、都市に移動しサラリーマンになってきた。そして、確かに日本人は【豊か】になった。
しかし、多くの農民は兼業農家として「ボソボソと農業の文句を言いながら」最も安定した社
会生活を送り続けている。大企業の管理職のサラリーマンよりも兼業農家の人達の方が、現代
生活において生活基礎条件の水準が高い暮らしを展開している人が多いのも事実である。また、
多くの人達が定年帰農したり、体験農業に手を出したりしている。また、都会の若者の多くが
故郷にＵターンしたり、田舎にＩターンしている。一言で言えば、時代は「都市の生活実態の
方が貧困で、抜け出すべきだ」という認識が徐々に広まりつつある。

そして、人々は①「食や農」の現代的意味や、②人間にとっての労働や自然の意味 / 意義を、
③何故、共同体（態）的な人間関係への憧れを持ち続けるのかを問い直し始めている。このよ
うな根源的かつ時代の現実的テーマを追求する学問的中心に農村社会学を位置づけなおすこと
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が出来る。すなわち、現代社会が失ったものを農村社会学的アプローチによって再構築する作
業であり、農村社会学のもつアドバンテージや有効性として意識している。言い換えれば、食・
農や家族や共同体が持つ「」つきの「一周遅れ」の生活世界を、再生させる方法を学問的に検
討することである。

同時に、この学問的再検討は、著者が「近代化とは、自分達で食べ物を作らずに、食べ物を
買って暮らすこと」と整理した学問的営為を、実証的に日本のこの100年の社会構造・生活構
造・生活実態の変動を具体的に再検討することでもあった。

5．3　農村社会学の持つ学問的アドバンテージ
現代日本の一定程度「豊か」ではあるが「幸せでない」人々の生活課題を処理する仕組みや

担い手をどう確保するかが、現実の社会的課題・学問の中心になってきている。 その中で、農
村社会学は一定のアドバンテージを有していると考えられるからである。「食と農」を軸に、自
然や農耕（植物や動物）に関わり、人類史の中での歴史的経験を豊富に蓄えてきた学問領域で
もある。飢え・貧困・健康・福祉・水・エネルギー・住み続けること等の SDGs の目標は、農
村社会学が研究対象としてきた領域とほぼ同じであった。かつては日本の社会が【農業社会】
であった時代に、農村社会学の原理・原形が作られた。この【農業社会】が【産業社会】に変
化したときに、農村社会学の価値や学識が失われたのではなく、【産業社会】の中の歪みを是正
していく基本的な知識と技術を持っている。そのことは、地球規模での近代化・産業化が、「サ
ステナビリティ」を軸とする生活・社会目標に将来目標を設定したことからも明らかである。

農村社会学は、現代の過度にグローバル化・資本主義化・AI 化した現代社会の歪みや構造的
欠陥に対し、具体的・現実的な実態としての集団や地域主体として対応してきた。また、非持
続性などの負の部分に対する課題も、農村社会学は、自給論や有機農業など最も具体的直接的
に渡り合ってきた学問であるところにアドバンテージがある。極端に言えば、新しい農村社会
学は【反近代性】を検討する実証科学となりうる。

農村社会学が扱ってきた対象としての「食と農」・農耕および自然や気候・環境は、我々人類
の生存基盤であり、サステナビリティの源泉でもある。また、家族や親族、近隣の人々との社
会関係・社会集団は、社会的人間としての基盤である。そこから派生したアソシエーション的
な社会関係・社会組織・社会システムなども、現代社会を考え直す上でも普遍的研究対象であ
り続ける。

その意味でも、農村社会学は現代社会を再検討していくための基礎科学としてのアドバンテー
ジを持っている。
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