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7）橋本　　　　前掲　参照

8）北海道石狩支庁　「石狩郡T町A開拓地

　区開拓旧家の実態調査報告書」参照

9）労働科学研究所

　研究」

「労働能率国に関する

第i6回北海道

収益性及び安定

性の統一的把握

一耕境の考え方に

　　　　　　ついて一

旦　大　農

　丸山義皓
　前提　農民は小さい収益より

も大きい収益を好み，その変動

の割合の大きいものよりも小さ

いものを好むものとする。

　方法　仮定によって，この農

民の効用函数は凸増加函数とな

る。この効用函数に従っていま

問題にしている期間の収益から

もたらされる効用の期待纏が，

平均収益と収益の分散との間に

いかに帰属させられるかを晃
る。

　効用函数の模型として上の条

件を満足する簡単な対i数函数を

選ぶ。yijをi作物1年痩にお
ける収益，X圭1をその費用とし

てn年層について効用（uij）

を集欝すると，
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　Zりは私どもの研究（農経研　が知られる。

30巻1号）によって凡そ対数正
規分布をなすことが知られてい営
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　異境への適用　zi（単位費用

当り収益）の大きさに従ってい

ま聞題にしている可耕地を細分

し，盃の大なるものから並べる

とき，各地片の効用の期待値は

どのように減少して行くかを調　、

論撫蝶談即
して行くことが知られているか

ら，効用の期待値を縦軸，可耕

地の面積を横軸にとりこの関係

を図示すれば凡そ次のようにな

るだろう。

　農罠の効用の最低水準をUO

とすればuoのいかんに拘わら

ず，収益の変動を考慮に入れな

いで設けた耕境は考慮に入れた

1画境より遠くにあるということ
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農　類　型

計の試み
一羊蹄虜麓を選んで，リニヤ・

　プログラミングを適面する一

農林省北海道農試

農業経営部
　新藤政治
　福田重光

　　　　もん4グ茄。　　、
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　王研究の目的

　①　五．P．を用いて対象地域

の農家類型別のモデル経営設計

をしょうとする。ここでいう営

農類型とはそのような意味をも

つた，いわばミあるべぎ姿ミで

ある。

　②差当りここでは短期の設

けで，自家労力のみで行う場合

と9月上旬～10月下旬に雇傭を

入れうる場合とについて行っ
た。

．③　えられた結果を検討し，

普及などにあたっての私見を附

け加える。

　2対象農家の類型区分

　種々の統計資料，ききとりな

どによった結果，耕地面積，保有

労働力，耕馬の頭数，乳牛の頭数

などを用い18の類型に分けた。

　3設計にあたって主な仮定

　①　短期の農業現金収入の最

大化を薦標とする。

　②　各生差過程の所要労働や

その時期，投入，産出関係のデ

ータは主として対象町の一部落

でなされた営農試験地担当農家

（5戸）によった。代表農家と

みなしたのである。

　③自家食糧のための作物，

家密への飼料作物などに用いら
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1表 農家の類型分類と主な設定条件

　　　　耕地面積
家族人員
（左）と

｛魑諜燃

多　　　（E）
・燈｛1：1人

中　　　（M）

・人一
o1：1人

少　　　（・F）

妖一
o1：§入

大α）
110．0反

しE・h2　Co
工E・h2　cl
LE・h2　Cv

工M・h2　c。
LM・112　c裏
口M・｝12　Cv

るF・h2　Co
工．F・h2　c1
ムF・h2　c》

中（M）

60．0反

ME・hl　c。
M冠・1｝1　cl

ME・hl　Cv

MM・h三　Co
MM・hl　c延
MM・hl　Cv

MF・hI　eo
MF・hl　c叉
殖F・垣　Cv

小（S）

30．O反

S丑・h芝　c。

S鷺・hl　cl
SE・h且　Cv

SM・hl　c。
SM・hエ　cl
SA厘・hl　Cv

SF・h裏　c。

SF・hl　cl
SF・hl　Cv

・hは馬。は日照（成，搾）で右下の数掌は頭数を示す。

Vは無制限

・労働人員は労力換算による

れる土地，労働は予め制限蚤か

ら控除した。

　④労鋤三分は旬別にとっ

た。旧格は昭和32年のものを用

いた。

　⑤作付順序は考慮しない。

ただ罵鈴薯，ビート，小豆につ

いては長期的視野からする作付’

可鮨耕地を制隈を設けた。

　4計算の結果

　5結果の応用

　①　モデル設計は欄々の農家

への適用にあたっては，事情を

考凹してモデイフアイして指導

すべきである。　　　　．

　②代表農家のもつの生産過

程は他の農家にとってはすぐに

は受け入れ難いかもしれない。

しかし生産手品についてそれ程

大なる差はないところがらし

て，技術捲導と普及によって代

表農家の水準にもっていくこと

が望ましい。

　③えられた資金の所要額，

乳牛飼養の有利性，さらには適

正乳牛飼養規模などは農家にと
　　　　　　　　の　　の　　の
って発展の具｛本的めやすとなる

と同時に，指導の懸においても

政策の基礎を提供するであろ
う。

開拓営農ルーチ
ン形成のメカニ

ズムについて

北大農経

　久保嘉治

　戦後開拓は一般に不振であ

る。その不振地の開拓鴬農も資

本主義構造の一翼として安定化

を要請しているならば，不振要

因を追求すると共に，積極的に

．安定化のために開拓鴬農の形成

の機能をよく検討する必要があ

ろう。一般に開拓地がもつ劣悪

な立地条件は一般農業経営との

間に深い断層をもつに至ってい

る。その断層は経回形成を規制

すると共に，積躯的に発展を促

す契機でもある。従って開搦営

農の成否は開拓のもつ本質的機

能である無ルーチンの形成を果
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すか，否かにある。我々はその

機能を具体的に理解するため

に，開拓営農を農業純生産の追

求の荷手として個別経営の生産

力段階の一facetと麿倣す立場

より，比較的発展した開拓営農

の経営成長過程を次の諸点より

分析した。

　α）素地性状の相違は，他の

立地条件を等しくする時，経嘗

形成を如何に支配するか。

　（2｝作目構成，畜耕技術導

入，家畜導入等は土地生産力と

如何に結びつき，どんな条件に

支配されているか。

　（8）劣悪な土地条件の経営が

発展した場合，既存経営と対比

して如何なる姓格をもつか，

　分析の結果は，素地の性状は

即時利用性の相違として経営の

初期を規制するも，その熟畑化

過程の性格より集約許容門門を

規定する。そして経営をある方

武に國定化する。

　土地拡大，作目構成は二三地

力の推移と共に変り，継起的に

導入される技徳はある時間を経

て再編をもたらし，よりよい結

合を見出すも，労働量，資本三

等によって遅速があり，それも

経営方式を固定するに制約を与

える。かくて一定の方式に至る

も，比の事例では発展した経営

とはいえ，必ずしも薪ルーチン

の形成ではなく，単なる畑作技

術の移植でもない。よりよい立

地の既存経営の集約度に，劣悪

立地を克服して同化する傾向を

ま＝つているものといい得る。


