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アメリカ農業経済学会

矢　島 武

　1955年のアメリカ農業経斉学会（American

Farm　Econo鵬ics　Association）　の冬：iミ大会

が，12月28，29，30Flと3日闘ニューヨーク茸∫

で開催された。このた会1まアメリカ経済学会，

統1；1’学会，金融学会，計罎：経済学会，数理統計

研究所，生物測定学会，アメリカ大学教援保験

協会，激引学会，1壁業研究会などとの合同大会

である。．

　そして出会が互にオーバーラップして慧催に

なっている。

　年末おしせまって，しかもニュー饗一クの大

ホテルを会場にこれだけの学会を一骨にやるの

は如何にもアメリカらしい。私もクジスマスの

休暇を利用して農業経済学会の鰺聴にでかけ

た。

　農業経済学会の初臼は「ソヴィエット農業の

資源と遂行」という雲三題でスタンフォード大学

のベネヅト教授曝長のもとに行われた。まず，

シカゴ大学のハリス教授が「ソヴィエット擾業

資源の再評緬」という題目で報告した。その要

旨は，ソヴィエットでは耕地の拡張が1爆撃に行

われているように伝えられるが，槻候及び聖明

（大部分が寒冷で積‘｝鷺が少ない）の関係から見て

多くを期織できない。例えば，アメリカのデー

タから見て玉蜀黍栽培の可髭限界をみても，ソ

ヴィエヅト内での栽培趨地は極めて限られてい

る。小麦の平均反収も12ブヅンェルで，アメリ

カの17ブッシェルに箆し遙にひくい。三1三蜀黍

もアメリカの40ブヅシェルに比べ・卜分位であ

る。永年牧草地を穀物生産にふりむけても，反

駁が低くて問題になるまい。というのである。

　次に農務省〈外隊；擬業都〉のヴオリン沃が「ス

ターリン以後のソヴィエヅト麗業政策，その結

集と見透し」という題で報告した。スタージン

の強制的な政策は1953年末やや附帯の要業を

とりいれて幾分緩和され，農家の所得もやや上

ったが，敵策の本質は変ってない。農・1〔は総じ

て恐ろしく低所得に甘んじていなければなら

ぬμ工1嚢化に主力がおかれ農業は弱1よだQとい

うのである。

　次に岡じくシカゴ大学のD・Gジョンソン教

授がほ955年におけるソヴィエヅ卦農業視察に

基く評簡」と題し，教授のソ連農業視察の結論

を話された。ソヴィエットの統計資料がはっき

りしないこと。食糧の75％は穀物と馬鈴薯で，

その内容はアメリカの低所得農塞のそれとほぼ

匹敵すること。闇市場があり，その価格は屡々

公定の2倍もすること。コンバインで叡穫され

た穀物が非常に汚れているこど，ハイプ1タヅド

コーンはまだはいってないこと。総じて反収が

低く，また乳牛1頭当り泌乳鼠もアメリカの40

％程度であること。経営としての乳牛単位が慶

民が鰻人として1～2頭飼うか，あるいはコルホ

ーズとして数百鑛もかうといった呉含で，小さ

すぎるか，火きすぎて最適現摸になってないの

がその一つの原因だ。更に反当労働投下欝：が多

い．ソヴィエッ｝では麗畏1人当り10エーカ

ー以下でアメ1｝カのそれに比較し雲泥の差があ

る。総じて農業人じ1は，非常に増塑1してきてい

る。その増加敷はほぼソヴィエヅトの実増加人．

口に匹敵する，，その理由の一つとして，最近農

家の所得が他産業に王：ヒしよくなっていること，

もう一つは，還蜀黍栽培の増蜘でこれが労働集

約作物なること今農地の拡張は新隣1地で小麦5

～7ブヅシエル：程度，放葉された開墾地で1。5～

2ブヅシエルで多くを期待できぬという。
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　以上の宿題報告に対し，ドイソから討論者と

してよばれてきたホヘンハイムのシラー教授が

ディスカッションを行った。永年牧草地を耕地

化するといっても畏期輪作の形で行うので，そ

の効果は必ずしも過小評価できぬこと。恐らく

徐々に生産力を増加するであろうこと。麗蜀黍

も毒刈の二毛作として広くはいってること。従

って，玉蜀黍の適地の少いことで過小評価でき

ぬこと。また反収の少いことで，すなわちSub・

margina1であるからといって耕地の拡張を否

定できぬこと。痢となれば，ソヴィエヅトの経

済体鋼では極端なことをいえば，種以土とれれ

ばやれるであろう『ことを指適した。更にシラー

教授自らの目算によれば農業i寿1得は他の産業に

比し最近高くなったということはない。農業人

購は，長期的には減少してきている。現在45歳

’以下のソ連農民は独、宏臼営農斑としての経験を

もつてない．コルホーズは持続するであろう

と。

　何れにせよ鉱業経済学会がこういったテーマ

をとりあげたことは，腿業経済：学界におけるソ

ヴィエット農業への関心の～端を示すものであ

り，しかも，これが「敵」の儘業の評簸という

形でだされていることは興昧深いことである。

　農業経済学会が農学大会の1部としてではな

く，経済学大会の1部として行われていること

は臼本の場合ど異るが，農業経済学が経済学で

ある以上この方がノーマルといえるであろう。

第2に部会は主題ごとに分れていて，一つのテ

ーマにつき3人位の報告者と1人：乃至2入の討

論予二者がきめられている。だから日本のよう

に！自涛午後ぶつ通しということはない“いわゆ

る一般報告〈宿題報告のタトに〉はないが，こう

いった興体的なテーマ毎の部会が全部を通じて

148もあり，よほど変った主題でもなければ，

どれかにはいる。かかるテーーマ本位の報告並に

討論は確に効し穆1勺である。ただ興味ある主題の

部会が屡々生時に行われるのでこの点は不便で

ある。

　もとより学会によって一般報告（コントリビ

ューション）がないわけでないが，この比重は

宿題討論に篤べはるかに低く，ほんの1部の日

程が与えられているだけであるな

三◎

　農業経済関係だけでも全部を闘くことはでき

ない。私は最近の農業経済学会の新しい方向を

知ろうと思って，次のものを選択してきいた。

　2日図午前の集会は，9時半からはじまる「食1

糧小売販売の動態」と10時半からはじまる「聯

邦統計系列の批判：｝肖費蕾価格指数匪とである。

鵠者は取引学会，経済学会との倉［臥後者は統

計学会との合闘集会である。後者を聞く予定で

いたところ，室が変更になっていて分らない。

さがしたあげくたどりつくと既に満嶺ではいれ

ない。会場の変更を急にやられると，時開間際

にきたものは困る。なるべく会場の変心しない

注意が必要だ。それでも㍗響きく予定にしでい

た計lli：経済学会と含同の「農業経済問｛蓬に対す

る数学約プログラミングの応用」には早霜にで

かけたので聞くことができた。ホテルの雑役ボ

ーイに室の名龍をいったが，所窪が分らない◇

それだけホテルが大きいのか，それとも分業が

確立して自分の掛以外のことは分らぬのかいさ

さか驚かされる。

　座長予定のアイオワ州、ラ1大学のフオヅクス七

三が都合でこられないので，シカゴ大学のD・G

ジ鍵ンソン教授が代理をつとめる。最初の報告

者はノース，カロライナ州、凱大学のビショップ

教授で，「ピーモントにおける低所得農塞のプ

ログラミング」というのである。男臼の報告者

は3入であるが，3人ともリエアプログラミン

グの実際計算擁である。ビ教授はまず兼業農家

（パートタイム）における資源醍分の非能率的な

ること。資本の限界生産力が高くて，労働のそ

れが極めて低いことを指摘した．そして兼業労

賃と鶏卵顧格のかね合いによって，いかに資源

酎分の関係が変ってくるかと11の場合（領域）

につき計算し，各場合の純収益の幅をあわせて

縫算して示した。

　次は，イリノイ人学スワンソン助教授が「玉濁

黍地帯へのプログラミング解折の適用」という

題で報告した。疑はコ漏ンベノレトの農家をモデ

ルにとり，1945年～54年の各年の価格，及び

1945～54年の平均側格における資源配分のプロ

グラミングを計算して示した。氏は特に，リニ

ア　プログラミングがバヂ凱ッテイング　メソ

織こ勝っていることを強調した。なおこの計算



　は電気計算機で15分でできたという。第3番

　目はアーマア会社のカッツマン氏が「リニア

　プログラミングによる飼料問題の解決」という

　題で報告した。氏はスライドを使い，まずcurd

　cheese　とスウィート　クリームとを原料にし

　て，バターを作る場合the韮east・cost・combi一

　漁ationが如何に現われるかを痙標爵形で示し，

　次に，broilerの飼料につき飼料の範園を充分広

　くとって，リニア　プログラミングによるthe

　ieast－cost－combinationを譜算して示した。〈リ

　ニア　プログラミングの最初の計算例であると

　いわれるWaugh氏の飼料計算では，ミネラル

　その他がぬけている〉これらの報告に対する討

　論予定者はシカゴ大学のテルサー教授であった

　が，教授はこられなくて教授の原稿を同大学の

　マークナーラブ氏が代読した。その要旨は，リ

　ニア　プログラミングは実際問題の解決のヘル

　プになるが，．個々の簾家が行う実際計画に完全

　代匿することはできない。ことにその前提であ

　るlnput．output　rela£ionがconstantである

　ということ，各要素が相互にindependentで

弄あるということが，実際問．題と大分変ってくる。

　また，某氏がカッツマン氏の報告に関し，実際

　製造者の一立場からいえば，この方式でやるわけ

　に行かぬ。もしこの1east－cost℃ombinati◎nで

　やれば，恐らく品質の糧悪なものを作る結緊に

　なってしまう，といったのは興味深かった。

　　2日測の夜は8時嘱から会長J・D。Black教

　授の会長漢説があった。ブラック教授はアメリ

　カ経済学会の会長であるが，同教授が農業経済

　学者であるということで，農業経済挙会との合

　澗で行われたく農業経済学会の本年度の会畏は

　シカゴのファーム。ファウンデーションのアッ

　カーマン教授である〉。会．長アドレスといって

　も，会長の単なる挨拶あるいは訓辞といったも

　のでなく，堂々1時間半に．［：ilる大講演であっ

　た。題は「国渓経済における農業」というので

　ある。痙長はコロンどア大学の∫・Mクラーク

　教授がつとめられナ賑なお鑓のプログラ．ムによ

　ると，座．長は｝マス・ユクソン・カーパー先生

　が，つとめられることになっていたQ私はカー

　バー教授が健霧であられることを知って，1種

　の驚きと集に喜びを感じたのである。ブラック

教授といい，クラーク教授といい，カーバー教

授といい，われわれが経済学の手ほどきをうけ

た学生時代から，その名を知り尊敬していた碩

学である。また会長が学会で大講演をやるとい

うことは確によいことであり，われわれの学会

にもこれをとりいれたいと思った◇

　ブラック教授は，まず，191G年から今｝・iまで

の，（1）農業従業入口の総職業入口における％，（2）

農業生産資源の総生産資源における％，（3）岡民

所得における農業所得の％の維持を図表をもつ

て示し，

　（1）に関しては，1910年の32％から10％に，

　～2）は40タ6カ〉ら22タ6に，

　〈3）は2Q％から7．4％に低秘してきていること

を話される。そして，途中のカーブの起伏につ

いても，それぞれその理由を説明されたQそし

てこの数字から判断されるように，農業は集約

化され，1人当りの生霊額は著しく上昇した。

そして，労働力1人当りの生魔資源は2・5古し

た。農業は単に濁昆の需要1こ応ずるのみなら

ず，聯合謙刷の需要を充たすべく生長した。

　然らば，1975年の予測は如釘，（1＞については

6％，（2＞は玉2％，（3）は4％という予ll｛ii数字を示

される。そしてコーリン・クラーク教授の予測

数字は小さすぎること，そしてクラーク教授が

1975年にはアメリカは，食糧農産物の半分は輸

入せねばならぬ輸入国になるであろう，という

予測に対し批判を加えられ，肖分の予測はコン

サバティブで述べられる。批判の内容は農業築
き

済学雑誌に掲載韻tた論文の内容と岡じであ

る。そして低所得農家はへり，また大憾積のも

のの敏もへり，£ami短ねrmsが相対的にもっと

増加するであろうと述べられる。また，農産物

憐格敵策の重要：性を指摘され，これ以上あげら

れぬとしても，低下させることはできぬといわ

れる。景気変動儲口の示す如く，農産物の価格

の低下は堅気皿F朔を導く，また過去のんA．A．

政策は政治家でなく経済学者のIdeaであった

がこれは愚策であったといわれる壽農学は増産

技術の研究を専らにしているが必婆なのは，経

済の＄捻bi｝｝zationであり，この意味で，　pro・

duction　techniq疑eよりpl’oduction　economics

の研究が必要だといわれ，トルーマンの緬格政
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策が，今日の過剰生産に責任があることを詣摘

された。

　学会3日犀は午後の「経済諸関係の計測（エ

スティメーション）」なる計量経済学会との倉

岡部会にでかける。

　．三王番厨の報鑑は，シカゴ大挙のマーク。ナ

ーラブ磯の「2，3農産物の需要弾力性の計測」

というのである。氏は棉，小麦，雪濁黍（1909～

32）　にっき、予想緬格に対する作1寸衙積の増減

ではかった。供絵の弾ノ躍［1を言｛算して示した。

そして，これら農作物の需要の弾力性が低いの

は，農蒙が過去の価格嫡解1三の価格）で作卜1・を

伸縮するのではなく，将来の予想価格で伸縮す

るためであると説題した。従って，予想係数を

1とおかないで計算すれば弾ノ刑ミは充分大きく

なって現われることを示し，緬格政策の重要熊，

すなわち，確定轡来価格に対し農家｛まよくre－act

することを指摘した。

　ここ1こいう予想係数とは，cOns亡a就para－

　mater予想係数（β）謂

　　　く金年i帯揚麺藍》二鍍艶量器麺！勧
　　　（昨年の実際価格）一（昨年の予想価楕）

　なお0＜β《：1

　2番臼はミシガン大学のスーヅ氏及び小泉氏

薬著の「玉葱取引の動態」というのでスーツ氏

が報告した。小泉進氏の姿はみえなかった窃氏

は，（D玉葱生産羅（俵），（21庭先緬格，（3）米

取穫玉葱量（俵）をあらわす3つの方程式を作

り，これを結合して，いわゆる鋤態方程式を立

て，この方程式による計算鍵と実際値とを対照

したグラフを示した。そして，これが南テキナ

スの事情によくあうことを強調した。

　第3の晦日はイリノイ大学のラッざ歳による

「計測におげる誤差の影響」というので貰の挙

位論文の要旨である。賃はrandom　salnpling

に関しいくつかのmode1を作り，各場合の誤

差を詳細に計算：したもので，埋論上，実際上，

：有益な研究のように思われる。

　予定討論者として，アイオワ州、ンニ大学のティ

ン｝ナー教授がたち，まえ二つの鞭告に短し，

類似の研究を参考のため指嫡し，後考に関して

は，肉分がオックスフォードにいた時分，嗣じこ

とをやろうと思ったが，当時は謎算器がなくて

果し得なかったと述べ，ただ経斉の実際として

Il三幌分布をノーマルなものであるとのaSSUm－

pt量oaとして出土を誌算することが，薫しいか

どうかは開題である。例えば，所得分布など実

際はll三規分布になってないと。

　また，農務畜のキング氏は，2番目の報告に

対し，茎nterregiona韮な重n伽enceを芳翻しな・

くてよいのか，と疑澗を四手していた章

　私にいわせると，動態方程式は過去のtime

SerieSによったhiStOryのregreSSiOnで，将

来の計測にVa1圭dだという保証はない。グラ

フをみても，実際値と計算値とは髄分ひらいて

いる。

江資料H

　十勝地域の産業構造

一その現状と将来の発展性一

第3篇　甜菜及び甜菜糖の
　　　　了1∫場並に生：産構造

　　　十勝纏心魂垂ミ促進期」長會

　　　　　　　c；o網月）

　一十勝総含一発50年言卜画F護を

策饗するために，とくに十勝の

産叢特に工業を如何に発展させ

るかという麗業計晦に対する調

査を行った、、

　本編はその第3篇として甜菜

及び甜菜糖の市場並に生熊弓造　　臨時農業基本調査準備

に瞭ﾁ篠木囎
　第4篇　十勝豆類の看セ産と

　　　　流通機構

　　　一【溜緯含開顎促巡劃戊禽

　　　　　　　¢loζ目ノD

　纂3篇と同様にf十勝地域巌

業構造の分析と将※の発展雛に

関する調査」の一環として調査

研究を行ったのであるう　　　耐

すなわち十勝豆類喫蹴…と流通

麟灘

i

i第2部　支庁別搾みた土地所有

1　　　乱丁（湯沢氏「北海道農

、　　藁論序説」より）

∈第3 ﾑ耀象灘用地広

1　　資料No・序
i　北海遜の経営規模決定に1縄

…　一する参考統制料

　　　農捧盆続：評調査部農封鞍計寺参

r　　　　　　　（鵠｛醐）

i第1部支庁別にみた経営耕地

　　　　と経営農用地および専兼

i　　…舞鶴的階層の算嵩
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