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農業経営の分析と計画の一方法

久　　保 ま掃・ 治

（一）

　昭和33年の盛夏，北海道大学で隔米農業経

営研究会が開催された。矢島武教授の御厚意に

より，アメリカの一流の教授と日本の第一線の

農業経営研究春による導門的研究会に参加する

機会を得て，アメリカにおける経営研究の方法

を深く学ぶことが出来た。研究会では非常に広

範囲に渡って研究討論演習が展開されたが，そ

の内容を愚生なりに取りまとめ，その一部を紹

介し，若干の検討を加えんとするものである。

　ここでは，アメリカ的農業経営研究法につい

て学んだことを手がかりに5農業経営研究は何

を学び，何に役立つものか，農業経営研：究の問

題はどこから生ずるものか，それを如何に分析

するのか・最後に慶業経営研究が具体的に禾棚

される方法としての経営設計はどのようにして

得られるかという一連の方法について整理し，

若干の考察を企てようとするものである。

（二）

　農業経営研究に隈らず，研究をなす場合は，

どんな融勺で行うか，又何を対象にして行うか

ヵ1先ず考慮されずしてその研究は成り立たな

いQ更に，どんなものに投立てるかによっても．

1文，どのようなことを対象としているかによっ

て，研究の方法，噸序は勿論のこと，導ぎ出され

る解決の方向も或る程度規楚されるのである。

われわれがアメリカにおける農業経営研究の方

法を学ばんとする時，．先ず農業経営研究の蓋本

的態度，即ち侮に寄与すべく遂行されているか

を明記することから始めなければならない。

　通常アメリカでは，（1）農家を援助するための

研究，（2）消費者のための研究，（3偽尋者のため

㊧研究，㈲農業叉は当該地に不案内な入に描写

的な情報を提供するための研究，㈲研究者の知

識高揚のための研究，等が行われて，甚だ多方

面にわたっている。しかし乍ら，；本来り経営油

究の儀的は，　ミ農業考がどのような農場をどの

ように経営するかミということ，即ち農場の最

適運営を判断．（Declsion　maki箪g）すること

の援助におかれている。従って経営研究の方法

も主としてかかる実践的な問題に添うように体

系だてられて来ている。

　研究会に於て，最初に，アメジカの教授から

かかる経営研究の基本的な態度についての指摘

をわれわれは受けたのである。そして，われわ

れの研究会も結局その基本豹態度に従って進め

られた。

　さて，斯る基本酌精神が徹巌するような経営

研究とはどんなものであるかを理解するため

にジ研究の対象，領域或は研究対象の昇格をど

う捉えているかを若干検討しよう。即ち，農業

経営研究の対象であるところめ農業経営をどん

なものとして意識されているかということであ

る。農業経営研究の基本酌な理解のために意識

いかんを若干検討する。

　アメリカ農業経営学は主として家族農場を対

象としているので，擬業経営（Farm　manage

ment）は農業経営者及びその家族生活の欲墓

充足を条件とした生鹿の複雑な部分であると詣

倣されている。郷ち，農業経営者及びその家族

銅を・ど耀要求しどの搬の満足を婆購

しているかということが・先ず農業経営の前提
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’となっていて，その上で農業生産を遂行してそ

の筋提条件を満足せしめることが揃的となって

いる。然らば，農業経営なる機能は単に消費的

な満足を得るための農業生産であると看散して

いるのかといえぽ，決してそうではないのであ

る。ここに農業経営なる機能は，1）農業者が何

んらかの考想を抱き，何ものかを観察してい

るQそして，2）更に観察を深めて行くことに

よって分斬を行い，3）その分析に従って判断

（Declsion－making）を成す。4）自らの判

断に則して実行し，5）その貴任を亭受すると

いう一連の仕事を果した時に初めて見出される

ものと看敬されている。従って，企業的性格を

も持つものであり，更にかかる経営業務叉は機

能の内で第3に掲げた判断又は決定が最も重要

なもので農業経営の関心と緊張は専らこの部分

に費されるものと看てさしつかえない。従って，

観察を通して判断を下す過溌と，その運営によ
　　　　　　　　　　　　　　　　（註1）
る成果とが主な経営機能と看傲されている。

　さて，農業経営が観察・分析・判断・実行・責任

負担という一連の機能過程と看敬されている以

上，農業経営研究もその研究対象に農業経営の

特に機能的な面を当てていることは当然予想さ

れることである。われわれの予想に違わず，ア

メリカの農業経営学は農業経営の機能的な薗に

関心を寄せることが深く徹底されていて，経済

学の一部分として他の狡術学の分野で追究され

た諸原理を収益性の観点から統一酌にまとめ上

げるという実践酌な学問として存在している。

即ち，農業経営学の主たる関心が，判断（Dec

is沁n－making）を成す過程を如何に適切に行う

かに置かれ，呉体的には判断（Decision－maki

ng）を裏付ける所の接近方法の究明に置かれて

いるのである。ここにわれわれは，我圏の農業

経営学の主たる関心が組織論の醸こ1勘・れてい

たことと対照的であることを予め念頭に催く必
　　（註2）
要がある。

　以上述べて来た如く，アメリカ農業経営学は，

個別農家の経営判断（decislon・makin9）と経

営運営（carry　out　the　decislon）の方法を取

り扱い，機能的な研究をなすものと看倣される。

しかも本質的には機能的にして新しい知識に対

する体系的な研究なのである。そして，農業経

禦

営者のために，その経営の判断を促すべく援助

を成すという使命を帯びた研究分野なのであ

る。

　語…1　アンダウッド教授によると，アメリカ

　　の農家の特徴は先ず労働春であることで，

　　9G％は家族農場であって，各農場の必要労

　　露量の75％は経営主とその家族によって補

　　われているとのことである。かかる家族農

　　場での経営主の仕事は，観察・分析判断・

　　実行・貴任薮担であって，多少企業者的性

　　格をもつものである。この仕審を明確に規

　　定したものに，Brodford．RAとJobnsoa

　　G．L共著，　Farln　ma篇agement　Analisls

　　がある。

　謹2　我函の経営研究が組織論に偏重してい

　　たということは金沢氏が農業経済研究27巻

　　1号で指摘しているが，米国ではエソゲネ

　　教授によると非常にプラクテリテイが要求

　　され，経営診断の分野では各経営要素の機

　　能関係を把握することと，計藤の面では各

　　機能をもつとも効率的に利画する方向が要

　　求されているとのことである。最近はリ漏

　　ヤ・プログラミングに：よる計爾法ももっと

　　実践酌な要求に応えるべくリスク計画に向

　　かいつつあるとのことである。尚アメリカ

　　経営学の機能的性格を学ぶには，

　　Heady£．O，＆Jensen王｛．R；Farm　mana

　　gement　Econoln三CSがある。

（三）

　農業経営研究の出発は問題の設定である。さ

て，一般に研究は問題が予め存在し，その解決

の必要性がある場合に具体的な形で展開される

のである。然し乍ら，研究過程は上に指摘した

如く，何を対象とし，何を基本的に意識してい

るかによって規制される訳であり，非常に多様

性のあるものである。農業経営者も予め何らか

のものに関心をもち，それをつぶさに観察し，

検討し，判断を下す如く，．経営研究も先ず現実

の問題の観察から始めるのである。通常問題は

複雑なもので，その観察によって何らかの形で

取りまとめて理解せんとするには，研究者自身

は何らかの分析の用具を持ち合せていなければ
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ならない。その分斬の罵具が農業経営理論であ

り，その他諸科学で裏付けられた諸原理なので

ある。それ等の理論の動員によって問題の概略

と帰る判断の方向付けの基礎を得るのであも。

　然し乍ら，正しい判断を裏付ける墓礎，或は

正しい判断であると判断する背景には，実践的

な問題解決のために役立つという使命をもつ

た：，或は役立つものと意識された論理酌な操作

が存在している畠更に，その論理的な操1’｝三も結

揚は農業経営研究；者のもっている問題意識の構

成如何んに基ずいているものである。然るに，

問題意識の構成があらゆる現象及び問題把握の

方向づけをする起点をなすものであることを忘

れてはならない。

　かく考える時，農業経営研究において上に指

摘した如く，何に役立つ使命をもつかとか，ど

んなものを対象とするかは非常に一毅的な形で

論点過程を規制するのみであるが，顛瑚酌な研

究に立入って来ると，その研究の正否は先ず問

題の意識のされ方によって決定酌となるものと

看微される。

　われわれが，かかる重要な点を強く意識ぜし

められたのは，「研究は観察から出発する」と

いう態度に従って，、研究会中に札幌毒の近郊農

業の五類型（酪農，養鶏，果樹，疏菜，水稲）

について実態調査研究を縁返し，どんな問題が

生じているか，経営考はその問題をどう意識し

観察しているか，その問題の背景は何かという

一連のことについて演習する機会を得たからで

ある。

　研究に於ける問題設定の遍程は非常に肝腎な

ものであることは十分知り得たが，一体予め存

在し，研究の契機を成す問題は弼によって与え

られるものであろうか。先ず問題を提起するも

のから考えねばならない“何故ならぽ，問題が

i縫起されるのは既に傭らかのものが意識されて

いるからであり，その意識如何んが問題解決の

方向の発見を助けるなんらかの論理的操作を制

約してゆく性質のものであるからである沿

　アメリカ農業経営学の方法論に画いた突態調

査による演習の期間に教えられたものは，凡そ

次の如くである。即ち，襲業経営の問題（特に

観甥の経営問題）は鋒業経鴬毎に起っているも
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のであって，農業経営者自身の考想，又は意識

にもとづいて観察された結果として明示的に与

えられるものなのである。従って，あ、くまでも

農業経営問題は磁気の農業経営の中に見出され

るものであって，しかも経営者が抱く不明確性，

疑闘に発生し，経営者自身の観察，分析，判噺

によって方向付けを得，解決されなければなら
　　　　　　　　　　　　（註1）
ないものであるのが原劉である。

　農業経営問題が，このように農業春がどう意

識しているかによって提起さ．れるものと浸るこ

とから，農業経営研究の75％を濃場で行わね

ぽならないというワレソ教授の主張が生れて来

るのである。かかる立場によって，研究は現実

の経営春が意識する所の問題を掘握することか

ら始まるが，提起された問題を研究者窪身がど

う把えるかということも，経営問題解決の方向

を大きく左右するものである。　　　　　　　　ξ

　ここに，問題の設建に働く二者の意識の仕方

が，その解決を検討する論理的な操作，即ち接

近方法をも規御するのであるから，経営問題が

正確に梶起される背景には，経営考廟身が経済

の動向及び痩己の経営内容を深く認識し，経営

の合理性について適確な晃透しと意識をもつて

いなければ，捷起された閲題の真愚性を失うこ

とぼなる。そのような農業者側の条件が満され

ているとき，経営学の実践性から，r欄別の研

究課題は，現実のものから見解し，現実の農家

の要請に答えなければならない」という理念が

現実性を得，「研究は観察から始まる」　という

調査研究法の頁随を知り得るものである．かく

して襲業経営研究の問題は農業経営者の意識し
　　　　　　　　　　　　（註2）
ている問題に帰着するのである。

　研究会に於ける実態調査は，儒鴉農象の実態

に離して研究課題を設定することに集申され

た◎そして問題を明確に規定したなら，更に深

くその問題を観察して，その闘志は如何なる要

素より構成されているかを各々検討し定めるこ

とを得ったQここでは，問題を明確に設定し，

その闘題㊧要素を明確に区分して行くことによ

って闘題の輪郭をとらえることに努められた。

　このような問題設定に関する爽験演習を通し

て，アメリカに，於ける経鴬研究の方法を学んだ

が，その方法は経営の機能的な爾について側別



経営の特性を打出すような研究に堕するように

即象づけられたが，それは単に経営研究の一面

につい．てであって，このような研究が成り立つ

ためには，その背景として一鍛的な問題が存在

しているのである。一畿的な経営問題とは，わ

れわれの印象では社会経済的な一駿動向，又は

理想型態からの排及という形で与えられるもの

である。そのような一般的な暮糎は，概して構

造的な問題が支配的であったりする故，余り経

営研究のホ筋とはなっていない。しかし機能的

なものとして提起される一般的経営問題の在存

があって，個別の問題が生起して来るのである

から，経営研究の主たる課題が，表涌上個別農家

の意識にもとずく問題として提起されていても

それは問題の特殊化されたもの或は，一般的問

題の零露と看濁しても何んら矛盾するものでな
（註3）

かろう。

　われわれの研究会では，かかる農業経営問題

について，個男欄査による一般問題の提起とそ

の問題を研究可能な問題要素えと分ける溝習を

行うと共に，更に特殊問題から一般問題1こ立ち

戻って明確な問題の設定を実態に齢して行われ

た。問題設定については特に鋼別農家の主体性

に重きをおくように強調されたことをつげ加え

ておこう。

　謡1　アンダウッド，エソゲネ両教授による

　　と農業経営研究においては，アメジカでは

　　実際農業を営む経営主の主体性を：尊重し，

　　問題設楚から経営評価に至るすべてが経営

　　主の意識に依存している¢又，経営主はそ

　　れだけ経営者としての素養を具えている訳

　　であ軌そして実践的要請のため，欄別的

　　な経営問題にも立入って研究されることが

　　あるということである。

　護2　エソゲネ教授によると，農家の条件と

　　か，現実性が非常に強く経営研究を支配し

　　ているとのことである。

．謡3　経営問題の決定について，エンゲネ教

　　授は集合論酌に問題を設定し，考察するこ

　　とが有効であることを教えた。即ち，一心

　　的問題は一つの集合を形成し，その特殊化

　　されたものとしての問題は一面分集合と蔚

　　倣され㍍各種の部分集脅は更に要素をも

つている。そこで集合論一般において，都

分集合の和はもとの集合に含まれるし，叉

要素は部分集合の中に共通する場含もあ

る。従って，われわれが扱う経営開題は，

一般問題の部分集合の内，研究可能な要素

についてのみ研究されることになる。その

積み上げが又，一般問題の一部の解答を与

えるものである。スワンソソ教授は，経営

問題の処理で特に問題となるのは収益性

（Profitabi1三ty）と安定性（Stability）で

あるが，いずれも犠牲にすることなく合理

化される方向を常に考慮の対象としなけれ

ばならないが，これも種々の段階があろう

とのことである。

（四）

　何が期待されているかによって問題は設定さ

れるが，その問題はどのように分析されて行く

かを考えるならば，九そ分析は次の過程，細ち，

1）仮設の設定（模型構成）2）経験的方法の明

温確認，3）資料蒐集計画及び実施，4）資料整

理分析，5）結果の採否の決定等を経るのであ

る。

　問題を分極する過程は，既に問題が明確に意

識される過程で略方向づけられたとこ．ろの論理

的操作の笑践的段階であると看敏される。郷ち，

その論理的操作の第一段階が抽象化を行って，

妥当と看敬される仮説を設定し，摸型を組み立

てることであり，第二澱階がその模型の検証の

段階で，経験酌な方法の確認及び，新たな資料

蒐集とその分析整理の過程が入って来る。これ

は論理的な操1乍に付帯したところの計算的な操

作を行う研究の過程であり，この過程がいわば

演繹的に進められていた研究を，当初の問題意

識の仕方及び模型の構成に至るまでの反省確認

のプロセスであり，研究過程の重要性は問題の

設定及び明確化と双肩するものである。

　このように論理的操作と計算白雛記田を行う過

程が分析の過程であり，われわれがこの研究所

で学び検討したものを多少詳しく述べてみよ

う。

　先ず，仮説の設定は問題意識の如何んによっ

て殆んど方向づけられ，最早やそれ程選択され
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る余地をもたないが，悶題意識の仕方で飼約さ

れた所の論理的な操作を明確に規定する機能を

もつている訳である。従って，今後の分街を進

めて行く上㊧あら贈る操作は，この仮説の検謹

に向けられる訳である。

　次の分析のステップは従来のアブP一チの検

討を加えることである。その具体的方法は，直

接比較法，標準経営法，営農類型研究，コスト

分析法，バヂエッテイソグ法，生濠函数分析法

等がある。その他，計算的操作として統計酌吟

味が加えられねばならない。しかし乍ら，薄徳

研究をなすに当っては，昏方法には各々一：長一

短があるので，予め分析を開始する場合にはこ

の長：短を検討し，設定された問題意識にもっと

も適饗した方法を選択しなければならない。こ

れが経験的方法の確認であって，当該問題につ

いてどう接近するかということの決め手になる

研究のステップである。

　仮説と方法論が吟味された後，それに従って

必要資料の蒐集をなすのであるが，このステッ

プでは略式（inf◎rma1）の統計的操作，確率抽

掲等の統計的技術を援用しなければならない。

それを怠るとその資料の有意性信頼が浅くなる

し，仮説の検討の意味も失うことになるからで

ある。ここでは研究予算を考慮して実験計画を

たてなければならない。　（識1＞

　かくて蒐集された資料に計算的操作を加える

のであるが，その場合園帰分析が非常によく利

用される。それは考慮される要素がどう作用

し合っているかを見定めるもので，単純相関分

皿，多元相関分析と生産函数分析等が考えられ

るが，それ程数学的定式化にまたない計算操作

である類鋼平均値分析も，鯖単な操俘として十

分利用し得るも．のである。計算塵藻俗こついて

はあえて述べるまでもないが，その方法も先の

方法論検討と同時に慎重に吟味されるべき性質

のものである。

　分析め最後の過程は，結果の採否の決定であ

り，このステップでは純粋な統計的検定による

仮説の検討と，経済の分野での仮定の検定が施

されねばならない。仮説の検定は既に行われた

論理的な操作の正確さの判定であり，その分析

のもつ意味の限界を深すものである。（激12）
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　われわれはかかる分析過程及び分祈結果の検

討の段階で注目すべきFことは，第一にアメリカ

に於ける神業経営研究が組織論を議論すること

が少なく，機能的な合理性を追究する方向にあ

ったこと，及び主観的価値評価を表出に打徴す

ことが主流をなしていることであって，経営者

労働についての関心が非常に深い。従って分析

過程は各ファクターの機能関係を究めるごと

と，経営者所得を如何に増大せしむるかに収益

性の目安と経営の指針をおいているのである。

　第二には，農業経営問題を解決すべき使命を

もつた，或は解決をなし得るものと意識された

濃業経営研究は，その始発点である問題の意識

のされ方に於て既に一つの確率的な意味をもつ

ていること。それに対応する論理的な操作，計

算酌操作においても処理出来る可能性の一つを

とっているに過ぎないことである。従ってその

解答も自から可能性の一つを示すものなのであ

る。かくして，農業経営学及び農業経営研究は

論理酌な操作を究めつつ農業経営問題にある方

向づけを与えるものであるが，その方向づけは

種々考えられる方向付けのうちの一つであるに

過ぎない。従って研究結果の検証においてもそ

れがどれ穣の可能性を包含しているかを論理的

に或は統計的に検証するにとどまるものであ

る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

　かくの如く，経営分析の概要を考えて来て始

めてエンゲネ教授の指曝した「理論なき観察は

無駄が多く，観察なぎ論理は危険である」とい

う内容が理解されるのであり，更にヘデイ教授

が説かれた「理論はもっとも少ない仮説をもつ

た模型（modeDであり，事実の体系化された

ものである」ということも，いわば農業経営研

究の骨絡である理論の意義と限界を常にわきま

えていなければならないことを忠告したもので

ある。　（註3）

　分街処理に当ってスワンソソ教授は，統誕的

な操作なり計算子細具を機械的に使用すること

は莚だ危険であり，それを佼陣するには対象に

ついての綿密な吟味を加え，もっとも可能性の

高いものを取扱はなければならないと指摘され

た。これも農業経営研究は深く理論酌な操作を

究明し発展させることと共に，それを利用する



場合に於ては現実に刻した最も可能性の高いも

のを追う必要と，その適応領域を常に念頭にお

かなけれぽ研究の意義を失うことになることを

強調されたのである。

　これで経営分析における手続きは別として，

アメリカ酌な経営研究の観点及び指針は十分に

示されたと思うが，考えの基礎において色々参

考になるものがあることが認められよう。

　謹1　統計的な処理についてスワソソソ教授

　　は，　「分野に取りかかる前に略式（油for－

　　maDな分析が必要である。単に統欝的な

　　処法を当てはめて仮令有意検定で信頼性が

　　認められても，何ら実情を示さない場合が

　　ある。従って予備的な分析として標点分布

　　表を作るとか，x2を検討する必要がある」

　　と指摘された。

　謡2　ヘデー教授は，論理的な仮説の検討と

　　か，経済の分野での仮説の検定を，研究の個

　　定イヒ（routine）過程と衷現し，搾常に神経

　　を配るべき過程であることを指摘された。

　議3　　「農業経営研究における経済理論の役

　　期」についてと題して講演されたものが，

　　農業経営研究第V号に掲載されているので

　　ヘデイ教授の説くところを深く参照された

　　い。

（五）

　農業経露研：究力二農家の半U断　（dec三sion－makip

ng）に援助するという磁勺でなされ，襲家の意

識せる問題を考察の対象とし，論理的な操作と

計算的操作を以て分析し，解決の方向づけを成

さんとするものであるが，一旦方向づけが得ら

れた後に，かかる研究の成果として与えられた

方向へ具体：的にどう接近するかという手続きが

必要である．接近の手続きというものは，欄別

農家によって成されなけれぽならない所の；具体

的な営農設計の方法を示すものである。従って

経営研究の段階としては営農設計方法の検討が

これに当り，農家の判断に直接酌に援助を与え

る段階とも看倣される。　　　　．

　われわれが研究会を通して学んだ営農設計の

理論的な用具は，予算法（Budgeting　method）

線型計画法，生巌函数による擾近法，ゲーム理

論酌接近法等であるが，アメリカで広く普及し

ている予算法を紹介して参考に供しよう。研究

会は数週間に過ぎなかったので，それ程深くは

立ち入らなかったが，研究会を通して得たもの

を本筋として，若干の検討を加えて紹介するに

とどめよう。

　a）　予算法の概要。予算法とは農場経営計

画法であって，農場予算（Farm　Budget）を

作成して経営決定に寄与することを闘的とする

ものである。そこで作られた農場予算とは，「将

来行動と予想される結果の記述計嚥」であり，

将来のある期間における生産分析の手段と看微

される。更に具体的には「生産可能な種々の作

物，家憲を設定し，いかなる代替部門がもっと

も収益的であるかを決定する撲術」ともいわ

れ，その結渠としての予算とは1乍物断は家畜の

巧みな組塾せの計画を示すものである。従って

この営農設計技術は，どんな経口部門を，どの

位の水準で組み合せることがもっとも有利であ

るかを解くための実用的な粥具であることに異

論はない。

　エンゲネ教授の講義を整理すると，米国にお

ける初期の経営研究は，「観察」・「記述」を経

てr分類」に終る方法論が支配酌であって，研

究の殆んどは観察に向けられていた。1920年代

にはスピルマソ，テイラー，ブラック等が現れ

て，理論的な展開を試みるに至り，その研究の

主眼を経営類型研究においていた。その類型研

究も地帯分類から地域内の相対酌有利性の問題

に移り，1930年遅には類型変動の問題に発展し

たGこの頃には研究の資麟はすべて事例研究に

よって得ていたが，もっとも収益的な経営又は

経営改善の具体的なものの提示には，直接比較

を成すことによって見出す以外に手はなかっ

た。その直接比較法の欠点を補うものとして予

算法が発見されたのである。その後は農業調整

のプロジェクトで広汎に利用されるに至り，均

衡経営法と称されていて，普及事業の炉心を成

すものとなったものである6

　更に予算法は費用計算研究に平行して，経営

行動決定のための分析手段として考察されるに

i至ったもので，いわぽ費周計算の成果を経常の

場で適用する用具として発生し，その後価格研
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究の成果を導入して来て益々利用酵能なものに

なったのである。

　この方法は，代替法，推計法，事前予算法，

標準組織，均衡経営，総合分析法等と呼称され

ていたもので，端的にその方法を述べるならば，

「代替部門の設定jr将来収支の推算」「比較検

討」の三過程を経るものであるQここで，この

方法の発展の経緯を多少深く検討し，予算法の

輪郭を掘握しようQ

　この方法の先駆的なものは，いわゆる事例研

究に基いて生産収量と生産費を計測し，それと

将来の計画期間における実現可能な価格を以っ

て正常所得を推計して比較検討することを行っ

た。更に経営榔門の結合と要素配分に関連し

て，「現在の組織」と「提示された組織」を将来

の可能嚢網によって推計された正常所得に飲っ

て比較検討を試みた。更に経営婦選の選択決建

が門的の場合には，費用と収霊の関係を以って

機会費用の原理によって検討された。

　標準綴織による搬近は，費用計；算研究と見込

まれた市場条件の前提にもとづき，各経営類型

について標準組織なるものを作成した。その場

合の標準とは，所与の農業資源に識して1下物部

門，家畜部門等が結合され，それが正常収量と

正常蠣格条件のもとで最も収益的であるとされ

ているものであるりそのため，費矯と懸紙の研

究から平均的なものとして，農業生巌の可能な

成果の見透しを得ることに専ら努められた。こ

こでは，正常収益の推算と比較を行う代替法を

考慮して標準が作られたので予算法の一種と看

倣される。

　かような撲近方法も，米飼では決して無批判

であった訳ではなかった◎即ち，従来のコスト

研究の段階では，もっとも制限された生産要素

・とは何んであるか，どんな経営組織がもっとも

有利であるかをめぐる問題は論ぜられなかった

が，予算法の考案によって収益的経常組織と生

鰹方法を明らかにすることが可能になったと指

摘したものもあるが，既にその輪舞の基礎たる

投入一産出データーは費用計算の成果によって

いた故，大部分の予算法は単位投入量に対する

単均産出曲線にも乏ついていた。それ故，明ら

かに精緻な結果は期待出来なかったのである。
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この批判は農業調整の事業に利用された頃にも

あてはまるものであった。

　その批判に答えたものが均衡経営法で，個別

経営に予算の方法を教え，必要な情報を示して

個別農家で各々予定計爾と現在組織を作らし

め，判断せしめる方向に進んだ。

　かくの如く，予算法も現実の要講に従って改

良されて来た。当初は地域の平均的なものの設

計から個別経営の設計に進み，それに利稽され

る資料についても吟味されるようになって来．

た。しかし，予算法にはぬけ切れない欠点があ

って，常に批判の対象となったものがある。そ

れは各生産に投ぜられる量と，それに対応する

生産量の関係であった。要するに，具体的に仮

定される投入一産出の関係で，どの水準の生還

を予測し，どれだけの投入承準でとめるかとい

う要求単位又は水準の問題であった。この点の

批判に関するものがもっとも多かったが，今日

に至って生産函数分析の成果を取り入れた考え

方と方法が現れ，思び予算法が省られることと

なった。

　予算法は沓時代の要請に応じて改良が潴えら

れ，平均的標準的なものを追求する段階から燗

別的なものを処理するに至り，それに利用され、

考察の基礎を成す係数の取り扱いも，考え方も

改良されて来た。そして現在では限界理論酌操

作を導入し益々信頼性を高め，利用の範闘も拡

大しつつある。しかし乍ら，アメリカに於て古

くから利飛されているとはいえ，i未だ予算法

（Budget三ng　Me℃h・d）が形式的に統一され

ておらず，非常に多様性をもつているものであ

る。従って，われわれはこれが予算法であると．

方法を示す訳にはゆかないが，予算法の種類及

び季続き方法の晶つを示して予算法検討の棊礎

としよう。

　b）　予算法の手続き。予算｛乍成（Budgeting）

は弓場を組織し，経営するための二乃i蕪三種の

代替的な諸方式を想定し，その夫々の収益を推

定し，　その棺互比較からもっとも有利なもの

と考えられゐ計磁を選択することである。その

場倉，端酌1こいって次の前提が当てはまるもの

と予想されている．即ち，ω農場の土壌肥沃度

は保全されているか増大されて行くこと。（2｝す



べての農家がたとえ同一の計画をとっても，生

遷…物価格は変化しないという暗示的仮定をも

ち，（3便に予報等として与えられるすべての条

件には何んら偏差が存在しないということを前

提として，農場の各経営部門を選択し，農場全

体として，最大の収益が期待される計画を見出

すことにあり，特に耕種部門と畜産綿門との・ミ

ラソスに視点をおいている。

　さて，予算の手続きについ℃は先ず何を対象

とするかの問題，どれだけの期間を対象とする

かの問題と，他は価格，費用，生産技術その他

の諸条件を如何にするかの問題に注馴しなけれ

ばならないQ

　比較の対象は農業経営のある部分を対象とす

るものから，経営全体を比較考察するものに至

るまで各磁のものがある。通常，部分予算（Par－

tial　Budgeting）と完全予算（Complete　Bud－

geting）があって，前者は養鶏部門，小麦部門

の如く単一の経営部門について収支を推計する

ものとか，呉体的に飼料をどんな死率で絵与す

るか，施肥はどれだけ与えるかの方法をも取り

扱う所の収支推計を伴ったものであり，後者は

農場全体についての収支計醐の作成，或は心経

鴬部門のあらゆる決定をなす収支推計を伴った

港画の作成である。完全予算といっても，一つ

の部門の修正によって他の部分を縮少したり増

瀦したりして部分的な修正を作る故，’終鞘酌に

は部分予算におき替えられる性質のものであ

る。

　考慮される期間については，長期と短期があ

ることはいうまでもない。長期予算計醐は将来

における農場の交換とか，買収とかを含み，固

定資産の変動を予想したものであって，当該計

画期間における平均年の駁支推計を意味する。

それは投資をする場合に侮んらかの日標を捷示

するものであり，すべての経営者は投資を企て

る場合に作らなければならない性質のものであ

る。しかし我々は将来を完全に予想出来ないの

で，経営者は短期予算叉は毎年の予算を1ノ摩し

なければならない。そして短期の予算は長期の

B標に従って組み立てられるが，逆に長期の予

算を時々修正して行く機能ももつものである。

短期予算も長期予算も可変要素に多少の相違が

あるが，その作成手続きは略岡一である。

　われわれが予算計画作成に当って予め注意を

払う必要のあるものは，予算法の中越は期待産

出と期待価格にあることで，通常生産自体も可

変的なものであり，億格も可成り変動性に寓ん

でいるが故に正確な予測がもとより困難であ

る。既に指摘した如くに，予定した技術につい

ての生産函数を帰一と賭黙の中に仮定し，収量

にもとづいた生産額，費用，価格等の推測及び

代替比較は，将来のある期間に予想される｝正

常的諸条件（Normal　Co漁dition）ミまたはも

っとも生起可能な仮想的条件の下で実施されね

ぽならないと考えられているということ等であ

るQ

　このようなことを考慮しつつ予算法を適用し

なければならないが，具体的には凡そ次の如き

数段階の過程を経るものと；看倣される。即ち，

（1）計画概要の作成，（2｝修正計画の作成，｛3｝最終

計溺の決定，の諸段階である。

　第一の過程は，当該農家の利用可能な手持ち

資源の棚卸褒を1乍成する。その中には資本量，

借入可能又は予定金額，労働量，雇傭労働量を

含んでいる。次に計画期間中の生産物価格，購

入資材の価格，並びに計画に取り入れられるで

あろう作物，家畜の生産量を推定する。

　以上二つの仕事が完了したならば，農家は当

該地の指導酌農家が実施しているか，或いは普

及指導者が奨励しているようなもので，もっと

も優秀で実行可能な技術を考慮した投入比率に

もとずいて計画概要（Ro藤gh　bu〔lgeting）を

f乍成する。

　その場合投入単位列∫搬こおける最も収益酌比

率は，（1）生麗物価：格の期待鎮，（2）量的，質的な

限界生産物，（8）投入物の髄三等に依存して決定

されるものであり，通常保守的な農家は限界総

費綿が限界価範生産力に一致する点まで投費し

ていないので，次の如き計画を精緻化する必要

が生じて来る。

　かくて第二段階に移るが，その場合「資源を

効率的に利用する」という建前から，沓部分に

ついて投入産出表，或は生巌函数に従って修正

を加えるのである。ここでは利用可能な詳細な

投入産出表，香種代替部門選択の基礎として追
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加酵母と追加駿州の凡その計測及び固定資産構

成の再評価，農場経営の目標等にもとずいた投

入産出の予測表が必要となり，計画の修正はす

べてこの予測表に従って成されるものである。

かくして敢良されたものがいわゆる修正計画

（Rif沁ed　Budgeti職g）であり，その嗣酌は凸

計画部門に最大の受容力を与え，各資源に最大

の効率を与えんとするものである。ここではあ

くまでも代替予算はもっとも可能であろうと思

われる期待産出と期待費用であり，その最適挫

基準も結属期待以上を罵るもので妹ない。

　このような修正が加えられた後，予鋒計画の

最終案を決定する第三の段階に入るが，ここに

至っては，既に俘られた所の代替諸計照を各々

機会費用の原理に従って当該年の営農計爾とし

て最終的なものを決定する。そして保有してい

る資源をもつとも良く利屠し，収益を挙げ得る

ものを決定してゆくのである．

　このように計画の概要を作成し，代替計画各

締門を一層精緻にし，．精緻された代替計蔭の比

較畢択を行う諸過程を経て始めて予算法による

計闘が完了する。かくて確定された欝繭に基い

て行動を実施し，そ㊧実際の結果と当初の計画

予算との喰い違いを鹸思して，当年度の計画の

場倉の参考にするのである。以上が主な手続き

及びその完全な利用方法といい得ようが，その

主要な点について若干の理論的な背崇の検討と

方法的な欠点を検討する。

　計画概要の作成の段階で，当該地域で立地可

能にして収益高きものと思われる代替経営法並

びにそれに伴って必要な資材等を概略驚めるの

であるが，その時既に生産物及び沓種の投入物

の価格と，脅田鶴門の生産収量が推定されなげ

ればならないのである。そこで既に農場の内容

に二ついて豊富な知識と経験が要求されること，

生産物収最もその価格も熟練した人の感によっ

てなされることが略前提とされる。更に価格『i㌻

想の正確さは経営講話の成否を握る基1本酌原論

である。もとより価格は微妙翫変化するもので、

あり，不安定であるので，試行錯誤的に見透し囁

それを農業生壁の仕方を決定する自安にするよ

うでは，貴重な時間と資源の別皿である。しか

し衝絡電常に将来の予測であるので，かなりの
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見込み違いが起るのは当然である。そこでなる

べく正確な予測のために，過去の価格を参考に

して正常価搭又は5乃至10年の平均価楮が利用

されることになる。更に収量の推定について

は，従来の標準組域設定の場合の如く必ずしも

平均籠によらないが，大体その土地で過去の資

料を参考にして，実現可能見込み高，若しくは

類似の耕俘管理をなす近隣農家の経験に頼って

正確な予測をなすことがよい。特にアメリカで

は，計画立案について地力保全のために，家畜

と作罰との結合比率に注意を集中しているが，

．作物収量も結局内部循環する中間生産物の多寡

によって相違することに十分注意を払わなけれ

ばならない。　　　　　　　　　　　　　　　　　、

　収支計薩は予め推算された代欝方法（通常現

在組織）による方法と改善を繍えた組織による

方法の三々を耕種と審薩に一応分けて計測し

検討七なければならない。その場合計上される

経費については適宜に処理されて差しつかえな

い。

　資源利用の効率性を高めるための修正には，

十分限界概念が導入されなければならないが，

正直にいってその考察を可能にするような投入

産出の資料がない。従って，各農家の経験を生

かして一つの生産函数を予測しなければならな

い。そこに非常な園丁が実地について生ずるも

のであろう。

　最後の比較の段階では，単に機会費用の漂理

を採用するとはいえ，限界概念が導入されてい

なければ意味をもたないのである。即ち，部分

予算については，追加拙下が追増される収益に

近似する点に屋安がおかれ，完全予算では費綱

の単位量増力臼に対して，全｛本収益が如何に変化

するかの点に注脇し，追加コストを下廻らない

嬢瀬を得るように謙って行き，代替方法の優

劣を決定して行く方法をとる。予算法は2乃蚕

3儀の代替方法を議論するものであるので，そ

の添す生半函数は不連続であり，予算法により

測定された代替生産力は連続な生野函数の微分

値として得られるものより大きいものである。，

　予算法は農業経営を合理化する計画とか，農

業経黛研究によって添された方向に進む場倉等

の具体酌にして便宜な手続き方法であることが



知り得ようQしかし，この方法は容易に右利な

方法を見出すが，最も有利な方法に到達するの

は非常に稀である心従って，予算法の適用につ

いては多くの限界があることを知っていなけれ

ばならない。

　c）　予算法の意義。最後に予算法の意義と

限界を考えるならば，以上種々指摘して来たよ

うに，代替予算の修正についても部分的に限界

分析の成果をとり入れている点と，合理的方法

の判定にもその概念が背景になくてはならぬこ

とより，結局限界命題への近似的な接近の方法

であって，この方法を繰り返すことによって終

局的に到達するものは限界条件を満す点となり

得る可能性をもつている。

　一方，限界分斬の基幹たる生産函数を予算法

によって近似的に設定することも毘来る。この

時「限界分節の基軸たる生産函数が，経営の内

郵関係をすべて表現するものであるならば，予

算法（Budgetlng）は最早や必要としない。し

かし，要素間の関係を明確にすることに生産函

数が意義をもつているとはいえ，生産函数がす

べてを明確に規定出来ない場合には，それを：補

うものとして予算法（Budgeting）による接近

が重要となる」とスワンソソ教授が指摘してい

ることを銘記しなければならないQ　　　　　宥

　営農設計の方法として予算法の限界をみるな

らば，線型計画法程洗練された操作方法はない

が，線型計画の数学的定式化に至る以前の段階

はすべて予算法によるものと同一の考察過程を

歩むものである。従って，予測とか期待の占め

るウエイトの多寡は，将来計画を取り扱う以上

避けられないものであろう。

　謡　経営研究法としての予算法の位置につい

　　ては，Tolley　H．R．“Recent　develoP－

　　me鼠in　research　methods　a蔦d　proce－

　　dure　ln　Agricultural　Econ◎mics　ln

　　∫our，　Farm，　更じcon．　Vo…　12．No2　を参照

　　されるとよい。更に研究法の批判を含めて

　　考察するには，慕odges　J．　A．“Develop－

　　me瓢◎f　fa職budget　in　the　un玉ted

　　States　in　Heady．　Johnson．　Har（1圭n．　eds．

　　ResGurce　Product1v1ty，　Return⑩Scale

　　a鍛dFarm　Seze．が参考となる。

　　　正常条件等に雄する考慮とか，取扱われ

　　る方式の係数問題について，生産函数分祈

　　の成果を導入した方法としてあげられるも

　　のに，Bradford　LA．　andJohnson　G．L．

　　“Farm　Management　Analysis，’と｝夏e－

　　ady　E，0．　and，∫ensen　H忙R．‘‘Farm，

　　王nanage磁ent　Economlcs，，　Hopkins　J．A

　　and　Heady　E．O．“Farm　Records　and、

　　Accountin9”等が参考書となる。尚，和

　　書では沢村東平濃業経営の研究法として

　　の試算分析モ（農業経営経済学の研究所収）

　　がある。

　尚バヂエテソグに対する用語として適当なも

のがないので，矢島教授の説に従って予算法と

呼んだ。

【附記】　此処で記述したアメリカ酌農業経営

研究の態度とそのあらわれとしての経営研究に

ついては，日米農業経営研究会全般を逓して得

た筆者の実感であって，もとより若輩なる筆者

には1比判の許さるべき所ではない。

　更に研究の方法論については生産経済学的ア

プローチが中心となっているが，その方法論の

適応に代替するものをすべて否定しているもの

て髄を書こなし、o

　最後に取扱つた予算法　　（Far1R　Bu（lgetin寒

method）には，いろんなアプローチがあって，

これが典型粋な予算法であるとはいえない。然

し，このような手続きと内容をもつたものが予

算法であると論述したのは，賢者自身の判断に

よるものであって，日米農業経営研究会で必ず

しもそのように講義されたのではない。此処で

論述した予算法の手続ぎ及び内容は，生産経済

学の方法論を前提に認めていることと，予算法

は襲業経営者自身のものである事に注意された

いo
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