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問題意識

1 主題について

「札幌農学校の設立j を「北海道開拓政策」と並べた理由は，札幌農学校の
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設立を，たんに開拓使の公式行政経過として取扱う以上の問題として意識しp

学校の性格から考えて，その産業政策背景を考えてみようとするところにあ

るO とすれば，開拓使にそのような政策をもたらした「黒日清隆の北海道開

拓政策Jが考えられ?主題はむしろ， r黒田清隆の産業政策と札幌農学校」

とする方が， より直接的で妥当な表現ともいえよう O しかし，黒田の産業政

策を北海道において可能にしたのは，一面では対露軍事関係を背景にした，

「領土的移民政策」の重要性があり，他国，政府の産業近代化政策があると，

考えるべさである O 特に，当時の，政府の学校設立の状況から考えれば，北

海道での高等教育機関の設置は，到底不可能事であり，それが可能となった

背景には?早急な「政府の産業近代化政策」が強調されるはずである O した

がって，以上のように，広汎な内容をもっ北海道開拓政策の内容を7 学校設立

の問題に焦点をあわせて， どのように把えるかが，木稿の最初と最後の課題

となる O

さて，黒田の政策から出発するとして，黒田の政策の理解上の，従来の問

題点の一つは，黒田の北海道開拓政策を農業政策として一面的・限定的に取

扱ってきた点をあげなければならない。またその際，農業政策として理解さ

れる場合の「黒田の政策」が，日本農業史と北海道農業史の両観点から，著

しく対立的な評価を受けていることで注目される O

2) 

例えば，前者にとっての黒田の政策は「非現実的政策(失敗)Jであるのに
3) 

対して，後者の場合は「合理的適切な政策」として肯定的に受けとっている

ことにみられる O 両者の相違点の論拠については，農民政策と農業政策，大

農政策と小農政策等の問題意識の対立に求めることはできるとしても，より

根本的にはp それぞれの農学の実践的立場と，それによる観点の相違に求め

るべきと考える O

1) (1) 17Uえば
東井金平「欧米における日本農業の研究J1 222Pでは，地質学者ライマ

ンが農業学技術者になり，吉田光邦「日本をきづいた科学J74Pでは仮学校が
農学校となったりする。

(吟 農業史以外に経済史等の学問フィーノレド別測面観の問題があるo また，黒田
の政策が農業に限定されえないことは，留学生派遣について調べればよりよく

理解される。
2) 例えば東畑精一 「日本資本主義の形成者J(57P)， 1"大規模な試行錯誤の方式」

その他。
3) 高岡熊雄 「時計台の鏡J(5 p) 1"卓越した意見J1"遠大な抱負」その他。
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特に本稿で注目するのは，札幌農学校を媒介とした北海道農業史にみられ

る「特定の政策理解傾向」である O それを日本農業史の史的観点に相対して，

「地域的観点」と仮称して，本論考察の手がかりとしておきたい。

さて「地域的観点」を，根拠史料から求めるとすれば， しばしば引用され

ている，明治 9年 8月14日の札幌農学校開校式における「黒田清隆の式辞」と

「クラークの演説」があげられp それを便宜的に次のように要約しうる O

4) 

黒田の式辞から， 11……而して農業は拓地殖民の道に於て将さに専務とす

べさを以て，尤も本使の意、を注ぐ所なり……』とあって，北海道開拓政策に

おける「農業重点の政策表明」をうることがでぎる O また， クラークからは

『……この新設農学校は将来北海道農業の改良と生産的産業の発展の上に寄

与する所多大なるべきを信じて疑わず……』とあって，米国農学を内容とす

る札幌農学校の「進歩的役割」の強調が与えられる。

以上の二点を軸にして，北海道開拓の歴史を図式化すると，次のように考

えることができる。

黒田清隆の農業政策→ケプロ γ→札幌農学校→クラーク→進歩的農業ニ北

海道農業→開拓の進展， となり，同時にこれが一連の因果的説明論理をも提

示することはいうまでもなし、。

以上のように， 1"地域的観点」の構造を把えておくとすれば，検討すべさ問

題は，札幌農学校設立前と札幌農学校設立後に区分され，設立後の「史的経

過はさておくとして，まず，札幌農学校の前身学校である「開拓使仮学校」

(明治 5年設立)の「非農学的性格」が黒田清隆やケプロンの政策とあわせ

て問題になり，それが本稿で史料的な検討の対象となる。

ところで「開拓使仮学校」についての従来の理解は，札幌農学校史のなか

で札幌農学校説明の補足的部分として求められ，それが又問題になるO その

理由は，名称通り準備的仮学校であったことにもよるが，ここでいう「地域

的観点」に関連するようにも思われる。つまり， r地域的観点」が史料およ

び研究対象の地域的限定をも意味するものであるとすれば，仮学校の場合は，

設立の場および政策立案の舞台が東京であることから，研究対象外となるか

らである。

いづれにせよ，札幌農学校設立の「政策根拠」を求めようとする場合，開

4)と5) r北海道大学創基80年史J22P参照。
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拓使前半の仮学校とその政策背景の考察が不可欠の課題であることは，さら

に強調するまでもないことである。次にとりあげる逢坂信吾氏の場合は，前

記「地域的観点」に立つ代表例ともいえるが，札幌農学校の研究から最終的

には仮学校に至ったのは，黒田とケプロ γ，特にケプロンの政策を追跡した

結果であろうと思われるが，その意味で特に重要である。

2 札幌農学校研究ー逢坂信吾氏の場合

逢坂氏の研究は，北海道百年記念を機会に，総計千頁におよぶ「三冊の著

書」として提供されているが，その内容は，主にクラークと札幌農学校の原

型であるマサチューセヅツ農科大学，つまり札幌農学校と関連する米国文化

に向けられた研究で、あることはいうまでもない。

しかし一方，氏の「研究のモチーフ」が，書中にみられる通り， IF札幌農学

校精神の閣明』にあったために「クラークおよびその弟子」たちの個性的活

動の研究から湖行して，札幌農学校設立の政策的立案部分，つまり「建学の

精神(逢坂氏のいう)への追跡があり，あるいはその方が主たるテーマでは

ないかとさえうけとれる O 著書出版の順序も， rクヲーグ詳伝Jr黒田清隆と

ホーレス・ケプロン」から開拓使仮学校の研究「荒井郁之助伝」におよんで

いることからもその一端がうかがわれるO

そこで，ここで問題にする r仮学校と黒田の政策」についての逢坂氏の

「所説の概略」をひろってみることにする。

まず黒田清隆とホーレス・ケプロンJ (463 P)には，ケプロシ自殺伝

の最終の部分に触れた逢坂氏の文章があり，次のようにいっている。『さて

諸君よ/思うに，ここも開拓使仮学校創設の事ではないようである O 彼は謙

遜の余りか(?)彼の日本に対する最大貢献の一つを言うを忘れている他な

し3彼一生一代の最大事業は実に，北海道開拓の為めに農科大学(Agricultural

College)を創設せざる可らずと黒田に献言した事であるJJoつまりケプロン

白絞伝の紋述が開拓使仮学校に及んでいないことを逢坂氏は慨嘆している O

著書の時々の断片に現れた逢坂氏の追跡が，第ーには，ケプロン報文中の

「農科大学設立建言」と「札幌農学校設立」とを関係づけることであり，第

二にはその建言を直接的に「仮学校設置」に関係づけることであることに出

る。ところが結果的実証的には，第一点は別として，第二点，仮学校に関す

1) 逢坂信吾「荒井郁之助伝J 37P。
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るケプロンの言及は見当らず，逢坂氏の企図が全く外れたという印象をう

ける O その点について追跡を，一応著書I1慣に掲げてみると，まず黒田清隆と

ケプロンとの関係については「クラーク詳伝」に。

t黒田は既に米国にて実地を視察し，開発の大業成就のためには，その指

導入物の養成に努力せさ。るべからぎるを痛感していた矢先であったから，直

ちにケプロソの進言を用いたのである』とあって，北海道帝国大学沿革史の
2) 

中の『拓殖事業成功の源はその指導入物の泊養にあることを痛感せる折柄，

直ちにケプロンの進言に同意を表せり』をそのまま引用したのではないかと

みられ，形容以外に何んら変るところはなし、。したがって氏が特に実証史実

の裏づけを加えるところがなかったと思われるが， I黒田清隆とホーレス・ケ

プロシJで、は，より具体的・仮定的にその点についての表現を与えている。
3) 

即，ケプロン農科大学建言の「解釈上困難を感ずる一点がある O 他なし，見

出しが既に Collegesと複数になってい，また，ここ(東京のこと)における

官園 (gardens)並びに札幌における農場 (farm) と，そして之等の学校

(th巴seinstitutions) と複数が使ってある点である』とある。逢坂氏のいう

ところは，ケプロン農科大学建言中の複数(すなわち見出しの Collegesと

these insti tutions)が， rケプロンの黒田に献策した真意」では， Ii先づ東京

に仮学校を起し，而して後ち，札幌に真の農学校を創立しよう』という解釈

であり，重ねていえば，ケプロン建言で，黒田が，仮学校と札幌農学校を具

体化したと，氏は理解している O しかし，前述の逢坂氏の慨嘆にもある通り，

最後に至って白から間違いを認めざるをえなくなったことも明瞭である。
4) 

「荒井郁之助伝」では，次のような訂正的表現をしている。すなわち「遮莫ケ

プロンの農科大学創立の建言は， よし黒田等に既にそういう考えのありしこ

とは明瞭なれども，実に時宜に適せる。また永久的献策として彼れ一生一代

の名ヒットである』。然し乍ら，逢坂氏が自説を否定したあと，それをどの

ように理解すべきかについての問題に触れていないのが残念である O

その場合の逢坂氏の問題点は，一口でいえば，仮学校に対する問題意識，

ケプロンを中心に札幌農学校と仮学校を一体的に把えようとする理解観点そ

のものにあると考えられる C

1) 13P 2) 4 P 3) 266P 4) 70P 
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3 仮学校理解上の問題意識

そこで，逢坂氏が最後には考えざるを得なかった「ケプロン政策とは別な

黒田等の政策」をとりあげなければならない。その場合，黒田の独創的政策

性を考慮しないとすれば，ケプロン以外に， r黒田の他の助言者」のことが考

えられ， またその助言者の政策背景として，ケプロンの「農業政策」に対立

する他の「政策」が考えられてよい。

ところで，明治 2年 7月開拓使当初からの北海道開拓の政策基調であった

「領土的移民政策」に対して， r黒田」と「黒田の政策」のリーダーシップ

を開拓使に確立せしめたのは， r国家的産業欧化政策の背景」があると考えれ

ば，その場合の北海道は，領土的辺境としての軍事的重要性に加えて?新政府

にとっての幕藩領外地であり，また未開地であることによる欧米産業の展開

可能地としての特殊な重要性でなければならない。

当時，開拓使に先行していた産業近代化行政機関としては，開墾牧畜政策

を推進しつつあった明治 2年 7月より明治 4年 7月に至る民部省(それ以降

明治 6年 12月まで大蔵省に継続された)及明治 3年 12月に発足した鉱工政

策を中心とした工部省、の両省、があった。

黒田の政策と両省との関係を考える場合 r民部省の農業政策」以外の政

策として r鉱工政策と工部省」が重要性をもつことになり，開拓使内部で

はケプロンの農業政策とは別に，仮学校と「アンチセルの鉱工政策」がクロ

ーズ・アップされることになるO

また，黒田の政策変化を考えるために時期区分を考え，実質的には明治 3

年 10月をもって始まるといわれる黒田時代の開拓使行政期間をp ケプ戸 γ

帰米年であり，同時に樺太千島交換条約の締結の年である明治 8年で二分し，

明治 8年を含む「黒田時代前半」と明治 9年以降の「黒田時代後半」とを区

分することができる O とすれば， r黒田時代後半」は，明治 7年以降，大久

保内務郷をリーダーとして推進された体系的な「殖産興業政策」の展開期に

相応する O したがって「黒田時代前半」が国家的産業政策体系化以前の段階

の政策だともいえる。

そこで，黒田時代の北海道開拓政策を r前半Jr後半」に区分して，おお

まかに次のような仮定を設定しておくことができる。

「前半」は，工部省・民部省と行政的には独立的であり，政策的には類似的

-132ー



北海道開拓政策と札幌農学校の設立

共通的であること O 端的にいえば両省の農・鉱・工政策の北海道展開政策と

して把えられる。

「後半」は，鉱・工行政の工部省による国家的体系化，本flH蔓政の確立，

対露軍事移民政策ウエイトの低下によって，相対的に開拓使行政の内容的縮

少が見られること O そのため，黒田の政策が農業的・地域的な政策として限

定されたと考えられる。

以上の仮定を，前述の「地域的観点」と「逢坂氏の研究」に照応させ，仮

学校と札幌農学校の政策的検討に移りたい。

1ケブロン

仔) 農科大学建言

E 開拓使学校設立案の検討

さて，逢坂氏が著書中で度々強調する「ケプロンの農科大学建言」に

もどると，それは，大部の「ケプロン報文」中の明治 4年報告文であり，

いわゆる「第一次報文J九章巾の岸章である O しかも英文では，一頁
2) 

に満たない短い文章である点が注目される O ケプロンの第一次報文

(英文)提出日は旧暦明治 4年 11月22日であったが，逢坂氏その他の
3) 

著書では，第一次報文提出日に限って，明治 5年正月 2日と，洋暦を採

用して記載されていることが第二に注目される O 実は，黒田の仮学校設

置伺が明治 5年正月 20日であるから，ケプロ γの第一次報文提出日か

ら黒田の仮学校設立伺日まで約 2カ月の余裕があったことになる。この

間，後述するアンチセルの建言が介在している O

1) ケプロン報文は，英文で明治8年に，和文で明治 12年に問拓使から出版された。
Reports and Official Letters to the KAIT AKUSHI by HORACE CAPRON 
publiehed 1875。

2) 第一次報文は， Abstract of the First Anual Reportの訳である，他に第一期

報文(河野常吉)初期報文(井黒弥太郎)等がある。

3) 明治5年までは旧暦であり，外人記録は洋暦であるので3 混用される。本稿では

旧暦で統一する。

例えばケプロン来日月日ににつては，ケプロン日記で統一すれば

明治4年6月9日(洋 1871.8. 1)サンフランシスコ発 7月7日(洋 8.22)横

浜着 7月10日(洋 8.25)横浜上陸 7月14日(洋 8.29)着京となる。
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またy 第一次報文の内容は周知の通りアツチセノレp ワーフィールド両

者の北海道実地調査結果を基礎に，ケプロシが東京で机と作製した(英

文 23P， 9章)ものであり，開拓使では，それを各主主別とせず，表題

(各章)を取除いて 5回に分割して略訳し，開拓使円誌に記載してい

る。略訳開拓使日誌記載日は下記の通りである。

第一回 旧暦明治 A年11月22日 ケプロン建言写

第二回 η 12月2[1 ケプロソ建言略

第三回

第四回

fI 

fI 

12月8日

12月12日

同と

l可と

第五回 fI 12月19日 向上

また，それぞれの内容の概要をあげると，

第一囲気候，風土

第二回鉱業

第三回札幌，交通，七重村耕作所

第四回移民，北方生活，産業

第五回測量，移民法，食生活，農業，農学p 機械であり p

したがってここでとりあげられる逢坂氏の「農科大学建言」は，略訳で

は，第 5回， 12月 19日に提出されたのであり， ["英文報文提出日」より

約一カ月を経過しているのを記憶しておきたい。念のため英文第一次年

報の各9章をあげると，

1. Mineral Wealth of Yeso (鉱類) 2. Sapporo (札幌) 3. Fruits 

(果実 4. Homestead Law (移民 7. Depot and Nursery in 

Yedo (東京の養樹園及貯蔵場 8. Agricultural Colleges (農学校)

9. Machinery and Labour (機械及労力)となっている。

ところで，英文第 8章 AgriculturalCotlegesと開拓使日誌第五回略訳

との内容的関係が問題になるが，両者の相違点は，誤訳というよりは，

意訳であり，ケプロン建言当時の，建言受容態度をいくらか表現している

4) 新北海道史7巻 81O P~825P 。

5) ()内は和文第一次年報による。英文ケプロン報文50P，和文ケプロン報文

105P。
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と思われるので，その要点を観ておきたい。
6) 

まず開拓使日誌中の「ケプロン学校建言略訳j 全文をあげると『東京

或ハ近傍ニ養樹園ヲ開ク者へ海外ヨリ斉シ来ノレ動植二物ノ種子運輸ノ

時間経久川寒暖ノ異同アレハ先ツ之ヲ中途ニ安息蘇生セシメ且ツ予メ

之ヲ風土ニ慣レシムルノ場所ニシテ， 日本ニ鳥獣草木ノ新種ヲ移スニ緊

要ナル者ナリ。

且ツ農学ヲ盛大ニスノレハ当今日本ノ急務ニシテ亦政府ノ志願ナル可

シO 而シテ東京養樹園及ヒ札幌耕作所ノ傍ニ農学校ヲ開キ，農学諸般ノ

技術及ヒ化学試験ノ教師ヲ置キ之ヲ教授セシムノレヘシ」。

いうところは，上文の前段が，東京三官園の動植西洋種移殖の中継地的

意味の説明であり，後段がいわゆる農学及び農学校についての建言であ

って，ほぼ英文の趣旨そのままであるが，英文・和文あわせてみても，

Colleges， institutionsの複数が，動植物の中継地である「東京官園」及

びそれらの移植地である「札幌農場」の両所に「農科大学即ち研究機

関Jを設置するという主旨であり，主主坂氏の主張する仮学校と札幌農学

校をさすものではないことは，この文章だけでも明瞭である O しかし，

gardensの訳が東京養樹園であり， Agricultural Colledges 及び these

institutionsの訳が農学校となっている以外特別な意味はない。おそらく，

当時，農科大学の内容的意味を具体的に了解しえなかったことによると思

われる。ただ，略訳中にみられる「化学試験」の英文は，

These institutions should have well appointed laboratories and shou-

Id be supplied with proffesors of acknowledged ability in their sev-

eral specialities. 

A Proffesors of Entomology would， for example， be of incalculable 

to the farmers of this country where the insects annual1y destroy， ""0' 

あり， r実験施設と専門教授」を意味していて，昆虫学の虫害に対する効

果を，例にとって説明している。それが略訳では， r農学校」と「農学諸般

の技術」と「化学試験」におき換えられている点が注目される O 以上の

文章から大凡，ケプロンのいう農科大学が，農業に応用される動・植物等

の自然科学研究を意味していることがわかり，対して開拓使の理解は，

6) 新北海道史7巻 822P (12月19日)0
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特に，化学を中心に考えているようにもうけとれる O いずれにせよ，開

拓使中の略訳がケプロンの原意、をくみとっていないとは考えられない。

伸 明治 6年黒田清隆次官宛書状

さらにケプロン書状があって I農科大学建言」の内容と「開拓使仮

学校」との関係を一層明瞭にしてくれる O

逢坂氏は「黒田清隆とホーレス・ケプロン」中でp この書状について
2) 

かなり詳しく取りあげているが，その取扱い方はケプロン第二次渡道
3) 

(明治 6年 6月3臼より至 9月17日)に関してであり，又開拓イ変七重大

学案を農科大学建言とは別に単独にとりあげているので，ここでは， 1開

拓使仮学校」に関連させて観めてみることにする。最初に「和文ケプロ

γ報文」から書状中の必要部分をひろいあげてみると，

『…余カ建言中閣下ノ錯結セラレシト思ヘノレ箇条ノ、教育ノ事ナリ，余

第 7月15日ノ書面ニ申述セノレ所ノ、則チ高尚ナル学術ヲ教授スル学校ブ

設クノレノ件ニシテ，此校ニハ有名ノ博土等ヲ要スノレ云々ト記セルノミ

…』とある。

文中にある「明治 6年 7月15日ケプロン書状」のなかではp 文意とは

違って，教育のことが触れられていないので，その内容を確認すること

は不可能で、あるが，ケアロンのいう「高尚なる学術云々」は，英文では
2') 

ihe organization of institutions of learning in which the higher br-

anches of science are to be taughtであり，専門白然科学，つまり応

用科学を強調している点は，

第一次報文中のし1st削 ionsat which shall be taught all the 叫 or-

taut branches of agricul tvral scienceの意味する専門農学とほぼ同意

に考えられる。このことによってケフロンの学校構想が，応用科学で構

成された「研究的大学」を意味し，また，前後一貫したケプロンの持論

1) 逢坂信吾「黒田清隆とホーレスケプロンJ 316 P黒田明治6年8月6日付書状。
2) 同著 306P 325P。
3) 同著 270P。
1) 同著 174P。
2) 英文ケプロン報文 87P。
3) 英文ケプロン報文 50P。
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とされ，仮学校の実技的教科と別種のものといえる。さらに続けての

害状で F…固ヨリ普通学叉ノ、予備学校ノ事ニハ非ザ、ルナリ……』とあ

るのは，開拓使設立の仮学校に対する不満の意の表現ともみてよし、。さ

らに加えて『開拓使ノ官員ヨリ大学小学ノ件ニ付余ガ愚案ヲ乞ハレタノレ

ノ、去才七月三十日杉浦誠，松平太郎両氏ヨリ七重ニ大学校建設ノ事ニ就

テ照会アリシ連名ノ書状ノし余ハ千八百七十二年第九月十七日付ヲ以

テ大学校ハ未ダソノ期ニ至ラス小学校コソ可然ト回答セリ Jと強調して

いる O

以上から，ケプ戸 γ自身の大学構想と開拓使案が併行相違しているこ

と，即ち杉浦・松平の閉会わせ書状が dateof the 30th‘ 7th monthとあ

るので，旧暦で明治 5年 7月30日付であり，ケプロンの反信は， 1872年

9月 17日すなわち旧暦明治 5年 8月 15日であることからみて，仮学校

発足早々開拓使では北海道での大学設立案があったこと，それに対Lて，

ここでの「ケプロシの所見Jがあったと考えられる。さらに，これに関

連して明治 6年 11月1日提出のケプロ γ第二次報文第 12章があり，そ
41 

れには公立学校 (publicschool)があげられている。「開拓使大学案」

に対して，ケプ。ロンの消極的態度が一層明瞭に伺える。詩旧暦の混乱を

さけるため，ここでケプロ γの学校に関する諸見解を整理すると，

明治 4年11月22日 第一次報文中「農科大学建言j。

明治 5年 8月15日書状 開拓使七重大学案及び開拓使仮学校の否定。

小学校をすすめる O

明治 6年 9月22日書状 「農科大学案」を再強調。

明治 6年11月 1日 第二次報文中公立学校案 (publicschool)。

2 ア ン チ セ ル

θ) 明治 4年黒田清隆次官宛書状

アンチセル案については，開拓使日誌中全訳が掲載されているのが注

目される。アンチセル(開拓使在職，明治 7.3. 31まで，明治 9年帰

4) 逢坂信吾著， ["黒田清隆とホーレスケプロ:/J329P。
5) グ グ 300P。
1) 北海道大学農学部農経論叢 21集

高倉新一郎「開拓使時代における技術教育と技術普及」には，仮学校成立後のことが
詳しく取扱われているが，その中に(5p)アンチセノレ案が示唆的に掲け'られている。
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米)は，明治 4年 7月，ケプロンとともに来日した三人の技術者(他ワ

ーフィールド及びエルドリッチ)の一人で，地質鉱山担当の化学技術専

門家であった。先に触れた通り， rケプロン第一次報文」の基礎となった

北海道実地調査は， アンチセノレと，土木技術者であるワーフィーノレド両

者によるものであるが，その調査期間は明治 4年8月 13日頃より 11月

3日に至ったと考えられる O 両者の北海道調査出発に際して，ケプロン

の両者宛書状中には『開拓使庁及農学校(AgricultulalColleges)等建築

ノ場所ハ勉メテ思慮ヲ加へ…』とあるので，ケプロン「農科大学建言」

の構想、はすでに来日直後もしくはそれ以前から一貫したものであること

がここでも注目される O しかし，他方において，両者の北海道への出発

後間もなく 8月25日にケプロンは，黒田宛書状のなかで， rr今般北海

道へ開拓使庁及ヒ諸学校御建築相成候ニ付，左ノ緊急事件ニ御着意有之

度存侯。都テ教化ノ進歩ヲ補クルニハ文房及博物院ノ欠ク可カラザルハ

当然ナリ……』と，黒田の「諸学校建築案」を諒解していたようにも考

えられる O

また 9月 14日付で，東久世長官黒田次官連名の上表があるので，当
5) 

時の開拓使の方針が伺われる。「……御雇米人ノ内地質鉱山並道路築造

測量等其学術所長ノ者両人，実地検査之為過日差遣シ置候…。札幌ヲ根

拠ト為シ，使庁ヲ此地ニ建テ，公廃並学校ヲ始メ諸官員家屋等取建，其

余四方エ道路ヲ造設シ，廻遭ノ便利ヲ輿シ，随テ鉱山ヲ穿チ……此度ノ

儀ハ全ク開拓ノ創業ニテ，此時ヲ失ヒ候テハ北門之警戒及ヒ人民之保護

万々無覚束，或ノ、関ヲ嘩ムノ大患相生可申哉モ難計……』。これによって

みると，国防を意識した早急な道路鉱山中心の開拓実行案があって，必

ずしもケプロンの農業展開案に対立したものとは考えられないが，前記

ケプロンの両者宛害状とあわせてみてかなりの相違がみられる。

さてアンチセノレにもどると， ケプロンから「農科大学案J(8月13臼)

2) 逢坂信吾， r黒田清隆とホーレス，ケプロ γ j， 204P一出発は明確ではないが8月

13日両人に対する書状によった。 213P一帰京はケプロン自絞伝により新暦 12月

16日を旧歴にして 11月3日とした。
3) 新北海道史7巻 797P。
4) 向上 799P。
5) 向上 802P。
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を黒田から「諸学校案Jを受けたかっこうであるが，調査終了後 11月

3日帰京，それから約 1カ月後 (11月22日のケプロシ英文第一報文提
6) 

出後間もなく)， 12月3日付で黒田宛に次の書状を送っている。『過日御

面陪之節，札幌へ学校御取建之健ハ暫時御見合セ，東京表へJI耕作学校」

御開キノ趣ニ付愚見左ニ申上儀……』とあるので，黒田とアンチセノレの

会談は，アンチセル帰京日 11月3日より，この書状日付 12月3日までの

約 1カ月の聞であり，場合によっては 11月22日ケプロン第一次報文提

出後のことであるかも知れない。その場合，黒田の諸学校案はケプロソ

案により農学校案に変っていたとも考えられる。それはともかく y アソ

チセルのこの書状には r留学生と学校教育の効果の比較，国民教育の必

要性，農学校と諸科学校の比較・検討」をかなり詳しく述べている。開拓

使日誌での全文のうち，長くなるので必要個所をピックアップすると，

『…耕作ノ道ヲ改革シテ精微ヲ尽サシムノレノ、他ノ技芸之改正進歩ヨリ

起リ{民事ニテ諸技芸貿易百工製造等ノ道ニ通シ不申候テハy 耕作ノ学モ

十全ヲ得申間敷候。器械術並ニ器械学ハ農業ト共ニ教授可致者ニテ，是

ノ学術ニ通達致シ不申候テハ農業モ亦大ナル進歩ノ、出来不申候……尤モ

諸科ヲ教へ候学校ヲ取建候モ学科ヲ教候学校ヲ取設ノレモ，其入用莫大之

相違ハ無之，一学科之学校ト雌トモ若干ノ;教師無之候テ相成不申，右ヲ

以テ絵学，作模学，其他諸術百芸，貿易筋並ニ実地ニ学問ヲ施ス事ヲ教

授致スヘキ学校御取建相成候ノ、，其ノ利益広大ニシテ実ニ無量ニ可有之

候・........

学校御取建ニ候ノ、，独り耕作ニ限ラス，前条申上候諸学科ヲ教授致シ

候様……』とあり，将に「ケプロン案」に対立的である O 末尾には専門

コースを，次のように提案している O

1 器械学並ニ器械術

2 土工学並ニ建築学

3 横山学

4 諸芸ニ用ノレ化学

5 医学

これは，開拓使で実現した仮学校学科内容に近いものであるが，逢

6) 新北海道史7巻 814P。
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7) 

坂氏はこの「アシチセル諸科学校意見」について， 11明治 5年 1月 12日

付黒田宛で，開拓使仮学校にて教授すべぎ諸学科に関する意見はーケプ

ロンが農学校を起すべしという建言は 5年 1月 2日(洋暦)なるが故，

アンチセノレの此意見はその僅か 10日後のものたる事注意、を要す』と，

ケプロン建言の 10日の先行を重視しているが， もし略訳ケプロシ建言

を中心に考えるとすれば，逆に， 12月19日のケプロン略訳は， 12月3日

のアンチセル書翰写に遅れること約 2週間だった，ともいいうる。

黒田の仮学校設置のための正院伺は明治 5年 1月20日であったが?

その直前にp すなわち明治 5年 1月3日に第 2回目のアンチセル案とも

いうべき「アシチセル建言」がある O

(ロ) 総合技術大学建言

アシチセノレの 12月3日の書簡につづいて，明治 5年正月 4日すなわ

ち黒田の仮学校設置伺明治 5年正月 20日に先立つ 16日前p 手ンチセル

建言が提出された。ケプロン建言とは別途に，交通，移民勧誘，生活諸産

業の全体にわたる建言であるが，前記「諸科学校案」に重ねられて「学校理

念」が述べられている。その中から仮学校に関連した要点を捨っておさと

fこい O

『…義学〔無銭学校〕ヲ設ケ大学校ノ法則ト同様ニ為ス可シ。此学校

ハ全道中最モ人煙調密ナル所ニ分置シ，其教授ノ方ノ、大学校ト同式こ為

シ，以テ大学校ノ管轄タノレヘシ……而シテ国民ノ子弟ヲ此学校ニ入寮セ

シメ，女子モ亦同様教授ヲ受ケシム O

大学校ニ於テハ，総テ方今有用ノ学術及ヒ事ニ処シ物ニ応シ其学フ所

ヲ施ス可キ所似ノ者ヲ教へ，以テ欧美両州ノ「ポリテクニツキJC諸術

学校〕ノ式ノ如クナルへ、ン O ……」とあって，いうところは明瞭であっ

て，女子教育，公費生学校，綜合諸科技術大学等フランス， 2リテクニ

ークの理念に基いていることがうかがえる O ところで，開拓使日誌中y ケ

プロン農科大学建言中の AgriculturalCollegesの訳を「農学校」とし，

アンチセルの場合が「大学」と訳されているのは，当時の，工学と農学に

7) 逢坂{言吾， 1:黒田清隆とホーレス，ケプロ γJ 207P。

8) 新北海道史7巻 827P。
9) アントワーヌ・レオン， 1フランスー|技術教育の歴史(白水社，文庫クセヂュ)72P参照
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対する理解較差を示しているとも考えられ注目される。明治 5年の文部

省学制がフラシス学制に拠っていたことから?それに近いアンチセノレ案

が，黒田によって採用されたとも考えられるの

3 黒田清隆

げ) 渡米前と明治 3年10月建言
1) 

黒田の渡米外遊期間は，公式には，明治 4年 1月4日より明治 4年 6月

7日まで， ということになっている。これが黒田の最初の外国見聞で、あ

り，それ以前の黒田の知識は，軍人としての西欧軍事枝術の理解に宿る。

西欧産業技術についても藩営工業への理解に限られ，内容的に深いもの

があったとは考えられたい。明治 6:年夏，来日後間もなく黒田と接触し
2) 

たエドウイソ・ダンが『当時円木の指導者た九(土，外国の事情について

は，特に外国の産業については，ほとんどがIの);11識も持っていなかっ

たJと回想していることからも何われるのしかし乍ら，前述の大学に関

する「アシチセル案」と「ケプロン案」の選択係用に関して，黒l壬iが，

何等の判断基準ををもたなかったとは考えられず，そうした角度から，

外遊前の黒田の産業学問観をとり出してみなければならない。

仮学校設置に関連して，度々引用されている黒田の教育観は，明治 2年
3) 

及 3年の「断片的諸建言Jであってそれをおおまかにいえば，開明君主

による国内改革y 外国技術修得のための宿学生派遣，国家的人材の登用

と学校による人材養成の重視，エリート官僚による率先垂範等々で
4) 

口にいえばそこから， i外国技術輸入の態度」と「教育熱心の思想 lとを

引出せる程度である。それは「儒教的教育観Jあるいは「幕末開明思

想」に近く，一部ではあるが当時一般に考えられたものであり，ここで

1) 6月7日はケプロン横浜着7月7日の丁度 1ヶ月前であり，度々記述されている

ように，黒田がケプロン同行のJ:の帰国が真実ならば，黒田の帰悶は 7月7日にな
らなければならなし、。

伊地知明， 1安田学園墨滴第23号黒田清隆研究ノート lJ参照。井黒弥太郎 11設問清
隆J49Pには明治4年 5月ケプロンと共に帰朝とある。

2) ェドウィン・夕、ン「日木における半世紀の回忽J921'。
3) 井黒弥太郎「黒岡清陵Jf戸地知明「黒田清隆研究ノート l。
4) 明治3年2月大学規則による大学南校(洋学)の成立に歪るまで3 国学派， i:央学
派による対立，ついで洋学の対立があった。復古的国学派の大学案支持者のrNこは
丸山作楽が居て開化思想と対立した。松島栄一「幕末明治維新における国学の思想

的意義」参照。
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いう西欧式高等専門教育観に直接結び、つくものではないことはいうまで

もない。特に明治 2年中の黒田の発言は幕末的議政改革の「開明思想」と

天皇中心の「復古的国家主義の思想」との混合思想ともいえる。しかし渡

米前の黒田の国家的人材教育観は(明治 3年 7月29日より 10月20日に
5) 

至る)樺太出張後の「黒田十月建言」に至ってP それ以前に比べてかな

りの相違を示しているといえる。産業観に関連しての具体的発言をあげ

てみると，第ーにはy 工部省鉄道建設(新橋・横浜間)に関して，

『…夫レ鉄道製造ノ、運送往来ノ使ヲ資クルガ為メ，亦時勢ノ己ムヲ得

ザル所ナリ。然レドモ之ヲ北地開拓ニ比スレノ勺執レカ急，執レカ重キ

…』とあり，当時欧米技術輸入の中心的リーダーシップを獲得しつつ
6) 

あった伊藤博文の工部省、に対する対坑関係を表明しているのが注目され

る。

第二には，産業開発について

「…且ツ其実地ヲ経歴スルヤ風土適当ノ国ヨリ開拓ニ長ズル者ヲ雇ヒ，

之ヲシテ移民ノ計数及器械ヲ精麗考究セシメ一定の法立ツニ及ンデハ鉱

山舎密ノ業二精キ者ヲシテ…』とあって，移民と鉱山に関する二面的政

策意図がここで明らかにされている。

しかし，第三の特に重要な考え方として，

『…臣ガ響に建言セシ如ク p 今ヨリ書生ヲ精選して海外諸国に分遣内

事情ヲ{買探シ以テ他日ノ用ニ資スベシ。旧幕府ノ独リ仏国ヲ偏信シ，英

ノ嫌怨ヲ譲シ，逐ニ救フ可ラサルノ勢ニ至ルカ如キ，今日ノ当ニ戒ムベ

キ所ナリ O

交際上ーニ信義ヲ以テシ偏信スノレコトナカレ…』と外国技術採用に当

つての「各国主義Jr技術利用第一主義」ともいうべきものが表明され

ている。で、は，黒田が自らの意志に反して「米国への依存」を決定づけた

ものは何によったのであったかが問題になるが，その一因が，明治 3年

5) 新北海道史 7巻 785P，開拓使日誌補選"1コ「黒田次官上表ノ写」。
6) 工部省は，経済効果を度外視した，官営工場による機械工業化につとめた。その
意、味では，開拓使は実践課題を担っていたといえる。然し産業の実践的目標である
経済的効果に著目せざるを得なくなったのは開拓使後半であると考える。「お履い外

国人3 産業」古田光邦 32P参照。
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12月に改名された，民部省開墾局の「米国依存の方針」に在ったと思わ
7) 

れる。既に明治 3年 10月，伊藤博文は米国に派遣され， 大農法輸入の

ための米式農具の購入にあたっていること，また黒田の渡米に際しての
8) 

政府指令中には，開拓事業に入用の資材は， アメリカから購入すべき命

令があった点から，黒田の移民政策が政府の「大農法輸入の開墾牧畜方

針」を背景にしたものであることが考えられる。

(ロ) 渡米中の森有礼・ケプロ γ書状

黒田の米・英・仏・蘭・ロシヤ出張(明治 4年 1月4日より 6月 7日

まで)についての内容は，殆んど不明であるとされている O 渡米中の文

書は3既に黒田に先立って明治 3年 12月3日(洋暦 1月 23日)渡米し，

ワシントン滞在中であった， アメリカ弁務使森有礼の意見と，黒田の考

えとの区別はつけ難い。
2) 

fこだ，ケプロンや，ダγの来日日程から推察して， (船旅 20日以上サ γ

フランシスコ滞在を含めてワシントンまでを10日前後として，黒田の最

短旅程を 1カ月とした場合)黒田， ケプロンの最初の面会日明治4年 2

月 12日(洋暦明治 4年 4月 1日)までの交渉準備日程が早急であった

ことは明瞭である O 黒田の対米交渉が，かなり速急迅速に進められたこ

とから考えて，あるいは交渉は実質的には森によって進められたとも考

えられる。

いずれにせよ，面会日の 2月 12日直後，森の「ケプロシ宛文書」が出

され，間もなく 2月 28日(洋暦4月 17日)ケプロンの「森宛反信」が

あった。この両文書は著明にすぎるが，それによって， より具体的な黒

田の産業観を求めることができょう。産業開拓の取決めの要点は次の通

りである。

ケプロ γ宛の文書中特に注目されるのは
3) 

『…地質・鉱山・農工諸学』といった表現で米国に対する「学問の要請J

7) 津下剛近代日本農史研究。
8) 北海道のいしづえ四人 22P。
1) 明治5年 11月4日より弁務使から弁理公使と改称される。
2) ケプロンの日記によれば， ワシントン発横浜上陸まで約45日1 ダンの場合はシ

カゴ発横浜着まで 41日であり p サンフランシスコ・横浜間航路はし、づれも 22日位
であった。

3) 開拓使日誌補遺中新北海道史7巻 791P。
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をしていることである。前述黒田十月建議の基線に沿うものではあるが，

ただ十月建議での要請は，移民機械?鉱業と産業的側面だけで表現され

ているのが，ここでは上記学問的要請と並んで『樹芸，牧畜，採鉱，漁

猟等の方法講明Jすなわち林業，牧帯業，鉱山業，林業と「資源利用開

発構想」が具体的に提案されていることである。また「地質鉱山」につ

いては，特に日本の国家的自主性が強調されていることが注目される。

すなわち「然レトモ地質鉱山等共学術ニ通暁セル者ヲ要スノレ時ハ外国

人ヲ雇役スノレモ亦不可ナキナリ…』としているのは，前掲 3年 10月建議

'!"の『北海道樺太ノ海岸ヲ狽1I量:シテ要害ノ J也ヲ検シ予メ我ガ海軍ヲ設ク

ルノ計ヲナシ…』とある「軍事的測量計両」と併せて，米国側に対する特殊
~ ~ 

な「技術要請」とうけとれる。したがって，ケプロン帰米後の講演， Japan 

に述べている「ケプロシの契約上の任務了解」が， r地下資源調査」と「開拓

移民に関しての助言」とのこつに区分され，地下資源の場合は，調査に|浪
6) 

定されていること，またダン回想録中の文章に『…グラシト将箪は向ら

二人の人を推薦し3 もちろん，そこで契約が成立した 0 ・…..一人はホー

レス・ケプロシ将軍で……もう一人は睦軍大尉ワツソンであった。……

ケプロン将軍は，開拓使に対して一般的な勧告，助言を与える顧問にす

わることになり， ワツソン大尉は，北海道の三角法による測重の指導者

となることになった……専門家旧の他のメンパーはp それぞれの専門に

ついての有名な権威者の推薦によって選ばれた。……Jとあるのは，当

時の事情の，ほぼ正確な理解といえよう O

ところで，ケプロンの森宛回答にもどると，

J'1守都村市の準備地を区画し，道路を通じて交通の使を計り，土質検

査の上，種殖・牧畜・採鉱の計闘をするJとあって農耕，牧畜に次いで

鉱山を意同しているO 明治 4年 8月2日明治天皇謁見の際の勅語でケプ

ロγは，農学農政の権威者として迎えられているのである。

4) 逢坂信吾「庁、日I清隆とホーレスケプロンJ 463P。
5) 日本坑法を参照。
6) エドウィンダン「日本における ~j~.1止紀の回i官、J 35P。
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自 公 式 経 過

1 開拓使仮学校 黒田清隆次官の正院伺

さて， アンチセノレの「専門コースの提案J(明治 4年 12月3日の書状)及

びケプロンの「略訳農学校建言J(明治4年 12月 19日)，アソチセルの「綜

合技術大学建言J(明治 5年正月 4日)の三つの参考資料を得て黒田は，明治

5年正月 20日，正院に次のように伺った。

『北海道ニ於テ農工諸課学校御取立可申候得共差向当地ニ於テ仮学校相設

ケ……」とある。

「農工諸課学校案」は，明らかに渡米中の「地質，鉱山農工諸学」の線に沿

うたものであり，また具体案としてはy アンチセルの「専門コースの提案」に

裏付けられたものと考えられる O

正院からの回答は，

『但鉱学，機械学，農学等ハ文部省ニ於テ中等課ニ列し候儀』となってい

て，仮学校を鉱・工・農の中等専門学校として許可している O

2) 

当時の学校としては先にも触れたように，復古的国漢学「大学本校」を明

治2年 6月設立したもののP 明治 3年 3月，洋学と皇漢学の対立によって大

学本校を閉鎖，次いで明治 4年に至って大学東校(医学)大学南校中の大学名

を削り，明治 5年にはそれぞれの大学を，一番医学校，一番中学として，専

門学の予備校とした状況であったO 仮学校は中等といっても，工部省工学校

と並んで当時の最上級専門学教育機関として認可されたことになる O

公式に具体化した仮学校の専門学科コースはp アンチセル提案のものと少

しく趣を変えている。次にそれも比較してみると，

アンチノレ提案 11 実施内容及 順 序

1. 器械学並ニ器械術 11 1. 化学，器械学，画学
2. 工学並ニ建築学 11 3. 建築学，測量学，画学
3. 鉱山学 11 2. 鉱山学，地質学，画学
4. 諸芸ニ用フノレ化:学 11 4. 化学3 植物学，動物学，農学3 同学
5. 医学 11 5. 別途に独立に医学校・...・H ・-….....・H ・..①

4) 

となっている O こうした学科内容は幾分，明治 6年成立の開成学校の法学

科，化学科，工学科，諸芸学科，鉱山学科の学科構成を連想させるものがあ

1) 新北海道史7巻 834P。
2) 明治の教育(仲新)，日米文化交渉史4 (木村毅 378P， 近代思想の形成(松

島栄一 183P等参照。
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る。

また専門第 4の農学のコースはケプロソの虫害のための昆虫学を，化学に

おぎかえて和訳している点とあわせて1"化学」えの重視傾向がみられ，ま

た，札幌農学校での教科の支柱となった点で注目される。

さらに仮学校に併せて黒田が実現した女学校，アイヌ教育等は職業的技術

教育課念についてのアンチセル建言にみられたものであり，また，明治 5年

文部省学制の理念「個人主義職業教育観」の実践とも考えられる。いずれに

せよ，ケプロンの農業を中心とした「産業主義大学観」と別であり，また，

黒田の個人的独創とも考えられない。

2 札幌農学校 調所広丈の黒田長官宛伺

前記仮学校専門科の実現は，明治 6年専門学校化した開成学校と工部省工

学校に促されたものと考えられるが，その仮学校も明治 7年11月11日，調所広

丈名で，黒田長官(明治 7年8月長官となる)宛伺をによって，高等化する

ことになった。

『仮学校専門之儀ハ皐寛開拓之急務ヲ必要トスレパ，農・工・鉱ト御決定

相居候処…・・教師ケプロン氏説ニテハ専門之科ニ至レパ農学己ニ向モ教師三

名位無之而ハ手順ニ至リ兼候由申聞候，……追々二業専門科御開キ相成可然、

欺Jと，明らかに，ケプロンの「農学案」を優先して黒田の「農・鉱・工案」を避

けているようにも伺える O ケプロンの影響は，専門科設立準備委員，調所広
2) 

丈，森源、三，井川例，堀誠太郎，湯地定基のうち堀誠太郎，湯地定基がマサ

チェセヅツ農科大学在学経験者であったことからも考えられるが， より重要

な影響要因としては，鉱工行政の国家的体系化の進行が考えられる。しかし

調所伺に対して黒田は， 11但鉱工二業ノ義ハ追テ詮議ニ可及候事』と農学専門

案に完全に同意したわけではない。実現した札l暁農学校がその名称にもかか

わらず，農革を内容とした専門の学校となったことからもその点が伺える O

3) 幕末以来，医学と洋学が系統的に独立していたので，そうした学制にならったも

のと考えられる。
4) お雇い外国人産業 122P。
5) 蘭，仏，婦人による女学校についてはp ケプロンよりも，フルベッキの影響が考

えられる。
1) 北海道帝国大学沿革史 35P。
2) 逢坂信吾「黒田清隆とホーレスケプロンJ 235P， 1"クラ -!l詳伝J 82P。
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W 関連的考察

札幌農学校に関す~若干の見解

本稿冒頭の「問題意識」のなかで，具体的な検討の対象として把えたのは

「仮学校」であった。仮学校から札幌農学校につながる「開拓使の政策」に対し

て「農業的地域的な理解傾向」を問題にした場合，結果として，産業的国益を

意閲する黒田の政策(仮学校)と農業的産業政策(札幌農学校)を背景とす

るケプロン構想との聞に，本質的な差異を見出すことになった。

また，本論で観めようとしたのは，黒田時代前半の「政策的基本性格」を「農

業政策準備政策」としてではなく r国家的産業政策の地域的展開政策」とし

て把えようとすることであった。とすれば，国家的産業政策の体系化に伴な

って，開拓政策の産業領域別限定，地域的限定を考えることがでさるからで

ある O これに関連してやや類似的な見解を，断片的ではあるが札幌農学校卒

業の先覚から求めてみよう。

佐藤昌介は仮学校に関して，

『黒田開拓次官大命ヲ奉シテ米国二赴キ，親シク園内ノ政治ヲ視察シテ帰

朝後，拓地植民ノ大業ヲ樹ツルニ当り，開国の要諦ニ賢才ヲ挙グノレニ在リト

シテ明治五年以来人材教育ノ近ヲ講シ，農工ニ関スル抜芸ノ練習ヤ医育ノ端

緒ヲ開キ……』とあり，云はば農工技術学校として把えている。

さらに高岡熊雄は，仮学校から札幌農学校への発展経路を『仮学校専門四

科のうち，いず、れも本道を開発するに必要なる学科ですが，実際にはこれら

の専門科が設けられたのではなくして後半にいたり，農学の部分のみが成立

し……名は札幌農学校と称しましたが，授けるところの学科内容のごときは，

すこぶる広汎にわたっており，この点では名実伴わない感じがありました。

…』と表現している O また3新渡戸稲造は，札幌農学校成立後の傾向を，独

乙のフィードリッヒ・ウィルヘルム一世の起した KameralWissenschafcに
3) 

比べて，カメラ学の「農学から経済学への発展傾向」とは逆な『農学への局

限傾向』として把えている O

1) r北海道大学創基八十年史J 148P。
2) 高岡熊雄回想録「時計台の鐙J 14P 20P。
3) 逢坂信吾「クラーク先生詳伝J 214P参照。
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農学史的フィードルから見られる札幌農学校農学の啓蒙的性格について

は，内村鑑造の次の一文で端的に表現されているといえる。
4) 
『泰西文明の風， 日本に入りしより， IL百の事みな西洋になられざるべか

らざるとの理想、を持し，ささに四年間米国農業を研究したり……されども，

そのこれを実際わが国の旧聞に施さんとする時にあたりて，大いにこれまで

の考えの迂遠なるを知れり Jとある O

また内村と類似的な札幌農学校に対する見解は，ケプロンの協力者であっ

た『ダンの回想』にも求めることができる O

2 札幌農学校の学問的伝統理解の経路

本稿でいいたかったことを重ねていえば，札幌農学校の存立根拠を国家産

業政策を背景にした「農業的地域政策」の上に位置づけてみようとすること

であった。そればかりではなく，本当のねらいは，開拓使廃止後の札幌農学

校の学問的個性の問題点を理解することでもあった。

とすれば開拓使廃止と国家産業政策背景の喪失が重要である筈である。そ

の場合の札幌農学校の存立基盤は，国家的観点から地域的観点に移らざるを

得ないからである。つまり学問的には，北海道農業あるいは地域農民に直接か

かわる農学として再構成することを余儀なくされたと考えられるO その意味

での重大な転換点を理解するための基線が，仮学校と考えられるとすれば，

本稿で取扱った札幌農学校の設立の問題を第一の政策的転換点として意識し，

開拓使廃止で区切られる転換点を，政策的基盤の喪失に伴う札幌農学校の主

体的な反応・対応としての第二の転換点として担えることができる。それを

三つに類型化して本稿との関連性を求めておきたい。

げ) 仮学校時代の反映である I国益的p啓蒙的個性維持」の姿勢があげら

れ，農学的限定から外れた内村鑑三，あるいは工学の広井勇等にみらる。

内村の自称する byproduct的性格としても把えられ，それは札幌農学

校から発する最も個性的な流れを形成したが，学外的であり，ここでの

課題にはつながらない。

(吟 学内に留った卒業生の場合比総じていえば，農科大学(帝国大学)へ

の「発展指向」の姿勢に概括される筈であるが，そこには分岐したこっ

4) 教文館内村鑑三全集 21巻 253P，明治22年5月の講演。
5) エドウィン・〆ン「日本における半世紀の回恕」。
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北海道開拓政策と札幌農学校の設立

の学問的個性が考えられる。

第一には，南鷹次郎の日本農学えの傾斜，あるいは化学における，吉井豊

造を媒介とした駒場農学の輸入等にみられるO つまり日本農業の現実的要請

を課題とする農学への「同化指向」の姿勢でもある。第こには本稿での問題

意識につながる「地域的農学確立の姿勢」である。それは一面，地理的・物

理的自然の圧倒的支配下におかれた北海道農業の「現実」と「特殊性」を意

識した「学的立場」でもあるが，他面においては，国家農業政策の「地域的

受容的立場の表明」にすぎない場合も考えられるO 本稿冒頭の「問題意識」

中で、触れた「地域的理解観点」とは，実はある程度そのような問題を意識し

たものであった。 i地域的理解観点」に至るまでの前提的な考察であったと

もいえようか。
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THE PLACE OF ESTABLISHMENT OF THE 

SAPPORO AGRICULTURAL COLLEGE 

UNDER THE HOKKAIDO 

DEVELOPMENT POLICY 

By 

Keiji Osaki 

1t has been supposed that the Sapporo Agricultllral College ¥¥'as fOllnded ol1ly-

under the agricultural development policy which occupied the central position among 

the policies of the Hokkaido Colonization Office， nalll('d kaitakuchi， 

For example， the recent treatise on the Sapporo AgriclIltllral Sollege町 ritten

by Mr， Shingo Osaka may bθsaid to be a presentation of this ¥¥'ay of handling 

the question， 

However， in this paper 1 discuss whethcr viewpoint can be acloptecl when 

applied to the matter of the policy relating to the establishment of the Provisional 

School of the Hokkaido Colonization Office， from 1872 to 1875， which later bc-

came the Sapporo Agricultural College on August 14， 187(i， 

1 think the institution of the provisional School was fOllnded on the Dr. 

Anticell' s plan which was adopted by Kiyotal也 KlIroda. 1n fact， it should 

be considered that there is an essentiol clifference between the firs t half policy 0 f 

the Kaitakushi period in whiとh the agriculturoal， mining 0" any other 

inclustries were included and thc latter half policy of it (187(ì ~1882) to wl巾 hthe 

agricultur wa s mainly limitecL 
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