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北海道農業の「再編成期」における

　　　　　農業経営研究の特色

　一北大農経における研究動向ま申心に・一一一

七　　戸　　長　　生

1．はしがき

2．考察の対象の概要

3．　農業経営研究の動向と内容

（1｝　『札幌農林学会報』を素材にして

（2）　『法経会論叢』を素材にして

（31蘇究の動向ならび納容の概括

嵐　経営研究展開の特色

1　は　しが　き

　本稿では・さきに発表した北海道農業のf形成期ゴに細け為農業経営蕨究につい
　　　　　ω
ての史的考察のあとをうけて、年次的にはそれに続ぐ大正年代の後半から昭和初期
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2｝
にいたる期聞（一般に「北海丁丁業の再編成期」と呼ばれている時期）をとりあげ・

主として北海道大学農学部に旧いて展醐された農業経営研究の流れについて若干の

考察を試みるQ

　このように、われわれの先学が辿った研究の足どりをあらためて姐上に据える問

題意識は、すでに前半で述べたと瀞りであって・鯛治初年以来・多くのすぐれた先

学によってきり拓かれたこの分野の研究が、その後いかなる方向に向って、いかな

る形で発展してきたかを克明に検討することを通じて、農業経営研究とは一体何か、

何を対象とし、何を問題として、いかなる方法で概究を凝こなうべき分野なのか、

をそのなかから学びとろうとする意図にもとつくものである。

　だが、本稿で対象とするf再編戒期」に澄ける農業経営研究の流れについては、

上述のような一般的な問題意識にもとつく考察対象の単なる延長（ないしはさきに

とりあげた「形成期」にひきつマく時期にあたるという野営的嫡味）以上の重要
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性が内包されていると考えられる⑪

　それは大まかにいえばつぎの二点に要約されよう◎

　第一は、わが国の農業経済学の創成期に，才し幌農学校一一北海道大学は佐藤昌介、

新渡戸稲造、高岡熊雄らのすぐれた先学を生みだしてその指導的役割をはたしたの

であるが．その後、明治末年から大正年代の前半にかけて．一つの停滞期ないしは

間延期に陥った。しかし「再編成期」に入ると、上詑の先学とは若干傾向を異にし

た指導的な入々が登場する。もとよ勢その評価は入によってあるいは異なるかもし

れぬが㌔上原轍三郎瓦渡辺侃．荒又操、の名を逸することはできないQとくに渡辺

侃は、このr再編成期藁にその農業経営関係の大半の業績を生みだし、今自にいた

るまで、直接・聞接に北海道に診ける農業経営研究に対して多大の影響を残してい

るのであって、そこにいかなる特色と限界があったかを学ぶことは、この分野の研

究を専攻するわれわれにとってきわめて重要であると考えられる。

　第こは篭このヂ再編成期」があとでもふれるように、北海遺農業の歴史みなかで

最も重要な転換期であったという点である。それは、明治30年代から急速な展開

を続けてきだ北海道農業が曳畑作を中心とする生産力の荒廃に直面して深刻な後退

を余儀なくされる時期であり．折からの大恐慌や連続的な冷害凶作の下で農家経済

の危機，ひいては地主制の危機が一段と深震った時期でもあって、もろもろの「経

営問題」が一挙に表面化した時期にあたるのであるゆだがこの時期は、より広い観

点からいえば，ようやぐ独占体制を確立し擁護本証本主義にとっても大きな転換期

であった◎すなわち当時の経本資本主義の主要関心はもっぱら植民地・外地に注が
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（31
れ、北海道は急速にそのヂ積極的対象から外され」ていく転期に立っていたわけで、

上述のような北海道農業の実状に即したr再編成」の要請はほとんど本格化するこ

となく、戦時経済の流れの中に押し流されていっ癒のである。かような流れの中に

あって、われわれの先学は上述のような北海道農業の課題をいかに受けとめ、いか

なる形でそれに応えたのであろうか。

　この点は今紹、現象的にいえば嶺蒔ときわめて酷似した点の多い北海道農業の状

況に直面しつつあるあれわれにとって．とくに強ぐ関心をひかれることがらである。

　改めていうまでもなく、われわれが專攻する農業経営研究の分野は、農i業経営の

具体的な実践にきわめて密接な関連をもつ分野である。それだけに、現在r再編成
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期」にまさるとも劣らぬ深刻な危機的様相を黒している北海道農業の実状をいかに

把握し、いかなる形で打開の指針を提示すべきかという点が、この研究領域の独宮．

性・自律性の存否を問う重大な試金石になっているといっても、決して過言ではあ

るまい。しかしながら、現実の農業経営研究の蓄積ならびに水準は、はたして上述

のような課題に充分に即応しうるような段階に到達しているであろうか。卒直にい

ってわたくしは多くの疑問を抱かざるをえない◎それは、上述のような北海道農i業

の危機的様相に対するこの分野からの接近がきわめてウィークであり、その成果を

いかにして経営的実践に結びつけるかという基本的な視点を欠如しているものが少

なくないと考えられるからである⑪

　かようにみてくると、かって北海道農業のr一再編成期」に活躍されたわれわれの

先学に学ばねばならぬ点は、決してただ単に、佐藤愚介、高岡熊雄らによってきり

拓かれた北大の学風が、上述の入々によっていかに継承・発展されてきたかを学び

とることだけにとど震るものではなく、またそれらの入々が直面した問題状況が今

臼のそれときわめて酷似しているという表顧的な共通性にとどまるものでもない。

そうではなくて、ヂ再編成期」に先学が展開した研究の特色ないしは限界を、今日

われわれがいかなる形で（意識すると否とにかかわらず）受けついで冷り、今後そ

れをいかなる形で克服し発展させていかなければならないかをきびしく再検討する

という点こそ、最も中心的な課題であるといわなければならない。

　そこで本稿では、われわれに最も身近かな北海道大学の農業経済学科で、この時

期に教鞭をとり研究をかさねた人々に限定して、農業経営研究の歴史をひもとくこ

とにした◎もっとも、このように考察の対象を限定するにしても、あとで詳しく述

べるように、佐藤羅介のあとをうけて農業経営学講座を担当した中轟九郎、これに

つづく渡辺侃、相前後して経営研究に関連する業績もいくつかのこしている上原轍

三郎、荒又操、やや澄ぐれて登場した矢農武、などのすぐれた先学が活躍した時期

にあたるだけに、その研究成果は広汎多罪にわたり、それらを研究史的に克明に検

討することは決して容易ではないQそとで以下では素材をもっぱら、上記の三々が

時には直接執筆にあたり、時には編集の労をとったところの二つの学術雑誌、『札

幌農林学会報』とr法経会論叢』・凋葛載惑れた論：文に限定して・その枠内での試

論にとどめることにした◎
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　以下，前稿と同様に蜜ず考察の対象の概要にふれ曳つぎに具体的な内容の検討に

入るという順序で考察を進めることにしよう◎

2　考察の対象の概要　　　　　　　　　　　　　　　　．

　農業経営研究が歴典的にいかに展開して嚢たかを問題とする場合、寳ず念頭に浮

ぶのは、それぞれの時代画期に主体的に研究を担った粛々の問題意識や菟それを具

体化させていった研究方法、その結果として生みだされた硯究成果：、などについて

の追跡である。しかし同蒔にゆるがせにできないのは、それらの轟々が研究の対象

としてとらえた当時の農業ないしは農業経営の勘かれた時代状況についての整理で

ある◎

　そこでド再編成期」の農業経営研究の流れを異体的にとりあげるにさきだち、そ

もそも～般にヂ再編成期」と呼ばれている当時の北海道の農業の概況がいかなるも

のであったかについて嵐あらかじめ若干の整理を試みて慶こう◎

　褒ず第玉表によって、われわれが対象としている大正10年頃から昭和12年頃

にいたる澄よそ20年闘の北海道農業の概況をみると、その起点にあたる大正10

年は、明治30年代から急速なテンポで進んできた外延的拡張が一つのピークに到

；達した年であるといえるQすなわち年々3～翫OOO戸つつ増加してきた農家戸数は、

大正8年の18万7，◎◎0戸をピークにして今度は漸減に転ずる。また、年々3～5

万町歩つつの増勢を示してきた耕地藤積も、大正玉0年の85万5｛｝00町歩をピー

クにして減退しはじめている。農業生産額臨第1次大戦による好況に湧いた大正8

年以降は、その50～60％の水準に激しぐ落込む年がかなり頻繁にあらわれはじ

めた。

　つ蜜り大正隊0奪頃を境目にして、それ震での北海道農業の展開は一挙に停頓な

いしは後退に転じ、それ以後の乱数年間は、世界恐慌の打撃や連続的な冷害凶作の

下で低迷を続けた◎すなわち農家戸数は毎年＄～5，GO◎戸つつ減少して大正13年

には1？万戸を下廻るにいたったし、耕地面積も年々黙～3万町歩の減少を示す時

期もあって曳昭和元年には大正年代の前半期の水準へと後退した◎さらに農業生産

額も、昭和6～7年にはピーク時の器～30％の水準へと惨落している◎

　この時期に北海道農業がかような停滞ないしは後退の局面に急激に落込んだのは、
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第1表　　対象期間に就ける北海道農業の動向　ω

1戸当り 1戸当り 自作農嶽
農家丙数 耕魎積 農産価額 ・1作地率

耕　　地 農産額 戸数比率

1915（大正の
　樒）
P73．3

　σ町）683．3 （町）3．9癒 　（稲）53，193．9 　（円）3（｝？ 　（％）喚2。1 　（％）蛋8．5

16 17？．o ？11．2 感．◎露 88，519，感 427 輌　一　　鱒　聯 恥　　楠　儒　　騨

1？ 182．8 ？嶺6、5 を。06 11u7鎌 60？ ｝　鼎　　輌　鼻 殉　　礎　　縛　　僻

18 185．3 795．2 4．露9 脇7、姐？β ？95 卿騨糟鵬 唱　　南　辱柵

19 18？β 呂16，1 唾．36 玉91，？8◎．9 1◎2曇 蛋3．2 曇6．？

20 186．8 839．1 4．藤9 118，925．9 636 蛋1．5 46．6

21 180．2 ．854絹 嵐？喚 153β183　　顎 84タ2 39．δ 蛋7，3

22 玉7？漁 8嵐8，0 蛋7§ 1◎9，◎？5．5 615 3？．5 4？．4多

23 1？3．5 82鯵 癒76 12鶴。喚β ？27 36．8 48．6

24ナ 玉68．9 ？99β 4．？3 1翻β8◎β 977 36．◎ 49．6

25 17三潟
7，合6β 4．59 1？S濁◎3β 1028 35．a 5α1

26※（昭和元） 172．6 ウ8感β 4．5曇 三1匿，589．？ 661 35．3 5L喚

27 17嵐？ 789，喚 墨．5乞 1婦，6曇95 868 35．0 51．3

28 1？7．玉 8◎？．5 塵1．56 15痴，5幽？，2 889 35ユ 50．9

29 183．8 818．？ 4．喚5 脇7，639β 816 32．a 5＆3

30 187．3 838β 蛋．墨8 鷺2β黙，2 61甥 33．？ 5？．◎

31※ 192，ユ、 8？1．6 嵐5藤 58，895．2 306 33．？ 55．0

32※ 19？潟 901．6 藁．57 6三，51麟 3董．2 33漁 53．9
’r

o

33 玉99．3 928．？ 喚．§a 1戴，812，2 ？1玉． 33．働 53．5

34※ 198．5 9蛋玉瀞 冬．7愚 黒脇、戯8、襲 62？ 33．6 52．5

35※ 2｛｝o，？ 958．5 4．？7 一一一輔 陶謄芦儲 3婆潟 51．5

36 200．5 9？3β 癒．85 欄榊一圃 幅　繍　輔　繍 35．1 5α2

37 198．8 983．5 喚．9〈熱 輔輔一輪 輪　　＿　一　　＿ 36ユ 喚9ユ
’

注　1915～3染年の数値は渡辺侃『北海道農業経営論』玉6頁～25頁による。

　　I935～3？年の数値細よび慮作農家率・小作地率：の数値は湯沢誠『北海道

　農業論序説』7～9頁による6な瀞年次の横に謡曲のあるのは冷害凶作年をさす。
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一体いかなる要困に濫るのだろうかゆこのことはr再編成期」を的確に理解する上

できわめて：重要なポイントをなしているが、一般にその要因としては、つぎの二点

　　　　　　　　鴎
が旛摘されている◎一つは．いわば短期的・晶晶的な要因であって、第1次世界大

戦後のいわゆるr戦後恐慌」による農産物価格（とりれけ輸出むけ農産物の価格）

の暴落である。これによって、大戦下の好況を契機に推進された耕田の外延的拡張

は、その経済的基盤を失い嶺一転して縮小傾向を辿ることになった。だが、これは

慧わめて表爾的な要因であって、実はすでに明治末年から次第に醸成されつつあっ

た生産力的・農法的な脆さが。大戦下の好況によって陰蔽されたばかりか、ブーム

に湧く商編生産への過度の対応によって～段と憂悶りつつあったのが、上述の価格

暴落という条件の下で一挙に露呈し允という点こそ．庵う一つの風より基本的な要

因とみられている◎当時の北海道農業は．もっぱら原生的地力に依存する掠奪的農

法の鼠鳴にあったが、そのような生産力的な段階にありながらも、急速に商品生産

に即応するだめに、単作あるいは連作による特定商晶作物への作付集中が進行し、

ひいては地力の減耗・枯渇による反収の露頭・生産の低下が徐々は表面化しはじめ

ていたことは、すでに前面の「形成期」に於ける研究の中でも注農されていたとこ

ろである。（これらの点については繁鶏表を参照されたい。）

　この意昧に諭いて、この時期に対するヂ再綿油期」という呼び名は、畑作を中心

にしてあらわれている生産ヵ的・農法的危機を克服しようとする課題に直面した当

時の状況を端的にあらわしたものといえよ％だが，このような背景の下での農家

経済の窮迫化は農民屡分解の側衝では、3町以上屡の減少．3町未満の零細屑の増

加というヂ全盤的崩落」傾向を心惑土地贋有の側面では霞作地鼠の減少、小作農

家率の急増傾向につながり、昭和轟年には愛心最高の小作地率に達する◎いきおい

農法的な「再編成」は容易に具体化されえず、むしろ逆に折からの世界的な大恐慌
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5）
や連続的な冷害凶作の打撃が加わって、r端的には小作入の逃亡、小作地放棄」が
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈲
あらわれ、さらには小作料の減免を求める争議の頻発という形で曳地主経済を破綻

に頻せしめるにいたった◎つまり危機的な様相は、地主制という生産関係の危機と

して前面にあらわれるにいたったのである。

　かくて、このような危機的事態に対して何らかの対策を講ずることが、北海道拓

殖政策ま：の緊急の課題として日程にのぼるにいたった。第3表に示すように、大正

　　　　　　　　　　　　　　　　　一66一



第2表　　対象期間に聞ける北海道農業の動向　㈲

α）農産物。肥料の価格推移　（1917年＝篇100）

米 大　　豆 中　　長 青えんどう
澱　　粉げ　亀 鵜燐酸

@石灰
1917　（大6） 100 100 100 10◎ 1◎0 100

19 202 17魯 ？0 133 61 152
21 150 96 80 89 些く郵 9？

23 1蛋5 121 6？ 93 58 103
25 189 蓋69 玉◎3 156 ？8 102

2？　（昭2） 159 135 65 115 喚9 89

29 132 1痴0 ga 86 22 8◎

31 93 ？6 　　，ｼ網鼻息 56 33 63

33 lo4 118 56 111 墨？ 6喚

35 エ3感 玉喚。 ？墨 三〇〇 喚5 ？2

3？ 140 155 79 15曇 鞠一一 102

（2）主要作物の反収動向

米　㊨ 大　豆

@　㊨
菜　豆

@　爾
えんどう

@　㈲
馬鈴薯

@　闘
えん麦

@　㈲
1920～騒年平均

P930～同年平均

P935～39年平均

L感36

k966
P．ウ76

α807

O，627

O．7458

0，8◎6

ｿ6蛋9

ｿ698

o，645

O，？48

O．6曇7

2嵐？

Q19

Q97

L？20

P，679

k68◎

注：（llは　伊藤俊夫編『北海道に齢ける資本と農業』125頁

　　　　　引用作成◎（原資料は拓銀『経済統計要覧』）

　　（2）は．　『同上書』129頁　 第2　・　1　1表より弓1用。

第2・10表より

8年の「北海道産米：増殖計画」、同12年のデンマーク入農家の招聴による模範経

営の実施（これは「甜菜耕作奨励」やf輪作酪農奨励」を具体化したものとみられ

る）、同13年の「許可移既制度」施行、同1感年のf農業振興方針」、そして昭

和2年にはf第2期北海道拓殖計画」の開始、といった一連の動きのなかに「再編

　　　　　　　　　　　　　　　　一6？一



窪

第3表 対象期間に凝ける農業経営研究の「時代的背景」概要

拓殖法制・農業事情 　　　　讐_業経済・農業経営の研究勤向 海　　外　　箏　　情

1918　　　駄正7） （米騒動） （北海道帝圏大学設立）

北海道産米増殖計画

i戦後恐慌） 道庁長官「農業経営に関する告諭」

ラウル賦農業経営経済学漏

乞1 「北海遊拓殖捉進に関する建議」衆院通過 農試、摸範経営農場の設置蘭始

22 （有髭農場開放宣言） 高濁熊雄窪農政闘特等究遍 ブリンクマン窪農業経営経済学邊

23 （闘東大震災） 農業経営調査開始（北農会） チャヤノブ鍵小農経済の原理灘（独語訳）

北海遵憲牛蕨究会設立 （道庁デンマーク入農家を招き模範経営を

鎚 「許可積輪擾：」施行 （日本農業経済学会翻立1 実施させる）

乞5 「農業振興方針」σ治安維持法」公窟） グラース野欧米農業史遜

26※　　鐙欝鱒 （霞作農創設規程公葡
27

「第2期北海道拓殖計画」始繁る
慧8

29 （北海道の小作地比率最高） 農会、堆歴共進会はじめる 催界恐慌）
39 米緬暴落

組蟻 r法経会論叢』癸刊 備瀕事変）

32※ 農山漁村経済更生計画、農業合理佐方針 （上海事変、満洲国建国宣言）

33 （F米穀統制法」） （ヒトラー内閣成立）　・

脇※ （帝国農会、経済調査開始）

35※ 「第乞期北海道拓殖計闘」敬定案 長窟智諭「冷害地方工於ケル農業経営ノ
36 改警工関スル件」
37

（日中戦争始まる）

38 「国家総動員法」公布、r農地調整法」
39 「小作料統制令」 『社会政策時報翠（北海遵農業特輯） （ノモンハン事偉）

注1北海道立総会経済研究所『北海道農業発達史£、奥山亮『新考北海道史年表』、『近代日本総合年表濃などによって作成。

　　な澄、年次の横につけた※細は冷害凶作年をさす。



成」へめ布石があらわれている。

　なかでも大正1塗年にだされた「農業振興方針」はそれ迄の個別的なr再編成」

の施策を体系化したもので、つぎの8項目、すなわち「L低利なる農業資金の充実

2農業組織の改善（有畜化）、3農畜産加工業の助成発達、4．共同事業の発展、

5．販路の拡張、6．自作農扶植、7農業試験機関の新設ならびに拡張、8濃業教育の
　　（？1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（8）
充実」を骨子とするものであったQこれは「新しい農業政策の理念」を示すものと

して注呂を浴びたが、開拓の初期にアメリカ饅業に学んだ北海道農業が、上述のよ

うな危機的事態に直面して、今度は、後進資本主義国に属し、しかも中農を主軸と

するドイツならびにデンマークの農業に範をとる方向へと大きく転換したことこそ

重視すべきであろう。つ劾ここには、「再編成」をただ単なる農業内的な問題と

してではなしに、後進資本主義の国家主義的除地からとらえていぐという傾向の端

緒がうかがわれるのであるQ

　この傾向は昭和2年に樹立された£第3期北海道拓殖計画」にお・いてさらに明瞭

なものとなっていく。この計画はしばしば指摘されているように、f其の主たる目

的は（1）農耕適地158万町歩を墾成し、（2膿業経営法を改善し七牛馬100万頭を充実

せしめ、（3｝移殖民約19？万入を収容して、霞然増殖と併せ本道の総入口を60砺人

下せしめんとする（1纏り、訪では珪ヒ髄の麟蹴を当駒躰酢剛力、

かかえていた「人口・食糧問題」の解決・緩和に役立てようとするねらいがこめら

れていると同時に、他方では重厚な「農業直接保護政策」の下で稲作推進、自作農

扶植、有畜化による畑作の安定化、という三本柱によって北海道農業のr再編成」

をはたそうとする、いわば二重の性格をもっていたのであっ耳輪

　だがこの討葭は、実施の緒についたものの、僅か数年後には大幅な改雛を余儀な

くされることになった。昭和告年にはじまる世界的大不況や、昭和6年、7年、9

年、10年と連続的に襲来した冷害による打撃、とりわけ産米増殖計画の蹉跣が、

上述のゆな緬の欝的鰯点耀呈さ翠からである・すなわ獺無熱の夢

向はぐ畑作に於ける生産力的な危機の園避ζいうねらいと同時に、日本資：本主義が

か＼えていた体制的な危機の緩和策・「入口・食糧問題」への対策という位置づけ

をもっていたが、深刻な不況と冷警の頻発によって、そのいずれの自的も達成しが

たいことが明らかになったのである。
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　かくて㌔昭和7年三〇月にはr最近の不況と凶作にかんがみ、自然的並びに経済
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　囎
的事情に即する地方的特色ある農業三蓋奮決定する必要から」「農業合理化実施方

　q1｝

針」が打ち出された⑪さらに昭和1◎年！1月にはヂ冷害地方に於ける農業経営の

改善に関する件」の長宮告諭が発表されて、上記の昭和？年評定のr農業合理化実
　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛翌2｝
施方針」の徹底的励行が強調され允カへとぐに「北海道風土に適合したる所謂、北
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛i3｝
：方農業ともいうぺ嚢特殊の経営方式を採記する」必要性を提唱し、その中でr欝給

農業の確立．作物の配当及び三種の選定並びに耕種法の含理化，霞給席料の増産と

土地改球戯磁力の総論勘・靹諏て賄．そして。の訪鞭勲、ら

r第2期北海道拓殖計画改定案」が作りだされていった。

　ここではじめて北海道農業のヂ再編成」の方向として、その風土条件に即応した

r北方農業」の確立という最もオーソ獄ックスな方肉が打ち出されたわけである。

そしてこれらの手厚い施策に濫ってようやぐ、それ譲で停滞ないしは後退を続けて

きた北海道農業は、徐々に鰭復・発展の途を辿りはじめた◎このことは耕地面積の

増勢，農家戸数の推移㌔農業生産額の増大などにもあらわれている。だが、それも

っかの間駕昭和亙2年7月の鷺中戦争瀾始とと臨に北海道農業は戦争経済の申にま

きこ蜜れて曳ギ再編成」はついに未完成の蓑まにつぎの時代画期へと移っていった。

　かようにみてぐる奴この時期に活躍した先学の研究成果をあとづける場合、と

ぐにつぎの三点に注草する必要性が痛感される6その第～は、上述のような「再編

成期」の農業経営問題を鬼いかなる観点から、いかなる性格のものとして把握して

いたか曳という点である瀞それは当然㌔農業経営研究の主要課題をいかに理解した

かを示すと同時に、その課題に迫る際にいかなる方法がとられたかということとも

密接に醜連している、第こ二は、上述のように北海道の拓殖政策ないしは農業政策が

はげしい曲折を示しているときに、これに対して経営研究の立場からいかなる対塔

をとったか、という点であるむ無論㌔この：鵬含に注醒したいのは単なる政策時評で

はなくして、経営研究の観点からの学術的な論評であって、以下の考察の素材とし

てこつの学術雑誌をとりあげた理由竜塊このことに関連している◎第三は、上述の

第二点とも密接につながっているが、当時の農業経嘗の具体的な実践に対して、そ

の研究成果をいかなる形で反映させていこうとし九かという点である。このことは

農業経営紐究が竜っている特殊性からみて決してゆるがぜにできぬ点であろう。
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　ただ、以下でとりあげる人々はいずれも多方面にわたる醗究・教育にたずさわっ

て諭り、狭い意味での農業経営研究のみに従事した入はいないゆ．したがって上述の

第二点、第三点についての厳密な検討は必ずしも容易ではないが、第一点を敷待す

る形で注自していくことにしたい。

　な齢念のため、この時期に活躍された先学の概歴ならびに学風についてここで若

干ふれて於こう。

　中轟九郎は、大正7年、北海道帝国大学の設立に伴って初代総長の職についた佐

藤昌介のあとをうけて擬業経営学講座を損当し允。その後、渡辺侃が盤業経営学講

座をひきつぎ、中島は縫政学講座の超当に転じた。したがって、萌治蛋3年北大

（正確には東北帝国大学農科大学、以下竜これに準ずる）農業経済学科を卒業して

から昭和23年に定年で退回する譲での約癒◎年間、「農業経営学、農史学及農政

　　　　　　　㈱
学等の研鐙講述」を続けてきたが、はたして「世聞に出ず、名を売らず、学殖を深

　⑯
蔵」する学風の故かぐ例えば「フォン・デァ・ゴルツの農業経営学やブーヘンベル

　　　　　　　　　　　　　働
ガーの農政学まで全訳された」と伝えられているが、今臼、われわれが手にするこ

とのできる農業経営関係の著作はほとんど皆無に近い。

　上原轍三郎は、大正13年、北大農学部に植民学講座が設けられたのに伴い、高

悶熊雄のあとをうけて当該講座を担当し、名著『北海道屯田兵制度』、「北海道開

拓土地制度」などの拓殖植蔑学の業績を数多ぐのこしているが。初期には佐藤昌介

の門下に属し、明治45年北大農業経済学科を卒業した後、その指導の下に北大附

属農場の助手として経営実務や経営指導・研究に従事し、農業簿記の講義も齢こな
　　（181

つた。したがってわれわれが対象としている期間には、農業経営研究に関する成果

屯いくつか発表しているg

　渡辺侃は、当時、農政学・植畏学・統計学の全国的な最高権威と囲されていた高

岡熊雄の指導をうけて．大正6年に北大農業経済学科を卒業し、直ちに高岡の推薦

で北海道農事試験場に就職し、大正9年から昭和2年までの？年間、同農事試験場

の北見支場長として当時の常呂郡野付牛町（親在の北見市）で勤務した◎その後、

高岡の招きで北大農学部で教鞭をとることになり．昭和1玉年までヂ主として農学
　　　　　　　　　　（謝
実科に農業経済学を講」じ、同年以降、中農九郎のあとをうけて農業経営学講座を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑳
担当してf本科に農業経営学、二業計算学を講」じた。この間・有名な蜘蛛巣理論
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に関する論：文r需要供給の弾力性より導出せる経済循環の・一理論」や『農政学講義』、

『農家経済学』などを発表するとともに、昭和3年以降は北海道農事試験場の嘱託

をかねて、農業経営試験事業に参画して具体的な農業経営珊究を大いに進めた。こ

の当時の研究業績の多くは魂戦後に発表された『北海遂農業経営論』、『農業経営

学』諏ど曙作に鯵舗てい秘し如・ってわれわ鋤・対象としている礪編

成期」には㌔大学と試験場にまだがる愚わめて幅広い活躍をパックにして、技術と

経済、理論と実態曳研究と啓蒙・指導．といった相互に錯綜した領域についてのき

わめてユエークな業績を展開しているのである⑪

　荒又操は曳高岡熊雄の指導衛うけて丸和露払に北大農業経済学科を卒業した後も、

その門下で農産物布場の問題やr哀艶コ申心」、r農作中心」、　r豊凶変動」などの

問題の分析を，主として緻密な統計操作を軸とする手法で研究し、昭和12年から

膿学実科で経済原論曙紬縞当するととも歓その研究め重点痴言に北海道

農業の地域構造・生産構造の分析へと移して、ヂ北海道農業の地域的形相」、『北

海道農業の動向』，などのすぐれた業績鷺発表した¢その後戦時中から戦後にかけ

ても多くの論文が残溜れているが．昭和念藷隼1月、惜しぐも蛋5才の若さで病没

した戯た砺て濃業経営関係の教膏綱究に謡扇。。チしなかったが、われ

われが対象としているr再編成期」の一さなかにあって，経営研究の上からみてもき

わめて示唆にとむ業績が作りだされていることに注灘しなければならない。

　矢島武は、昭和2箇年、渡辺侃のあとをうけて虚業経営学講座を担当し、その代

表作『現代の農業経営学』をはじめとする農業経営関係のすぐれた著作を数多く発

表している。しかし属初期には高岡熊雄の門曙ぐに属していて、昭和9年に北大農業

経済学科を卒業した後，適ちに高飼の指導の下に無畏学に関する研究に入ったため、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛221
ヂ再編成期」には直接、農業経営に関する研究は冷こなわなかった。だが、当時の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈱
植昆関係の業績をひもといてみると紮その中に今津の「矢畠農業経営学」の片鱗を

うかがわぜ舷面恥面恥成されつつあっ献と出る・そζで以下の擦

では，当時。中心的に活躍しだ中島九郎，渡辺侃などの研究の特色を、より明確に

把握する一つの手懸りとしでマークすることにしたいQ

　ところで曳以上5入の先学の概歴壷みて容易に気付ぐことは、いずれも直接・・澗

接に佐藤轟介や高岡熊雄の系譜をひいて学究生活に入っているという点である。そ
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こで、歩なくとも当時に齢けるこの二人の活躍の概：要、ないしは経営研究の基調と

いった点についても若干の補足が必要となろう。だが、これらの点についてはすで

にいくつかの論文（たとえば中島九郎『佐藤贔介』、矢島武「佐藤愚介の「大農論」

とその背景」北海学園大学『経済論集』第21巻第4号所収など）があるので、こ

こではさしあたりつぎの二点を鮨摘するにとどめたい。

　一つは、佐藤昌介の農業経営学も、高閃熊雄の農政学・植民学も、ともにドイソ

歴史学派の系統をひぐものであったという点である◎たとえば渡辺侃は当時を回想

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下
して、佐藤愚介から習った農業経営学は「ゴルツの二三であり」、簿記評価学も
　　　　　　　　　　　　　（25｝
£やっぱりドイソの成分評価」であったと述べ、高岡熊雄の農政学も「ゴルツの
　　　　　　　　　　　　　　　㈱
Agrarpol員lkを訳されたもの」であり、その後「ゼーリングに学んで」「今で

　　　　　⑳
いう開発論」を展開したと述べている。したがってそれらはいわぱ、農政的な色彩

を強く帯びた経営学であったと考えられるQこの学風が、ド再編成期」に枳前後し

て紹介されたチユーネン、エーレボー蕊ブリンクマンらの、私経済学的な観点を前

面に打ちだした経営学の傾向といかに交錯砥いかに整理されていったか、という

点はとくに：興味深いことがらである◎

　第二は、上述の創始者たちの学風と臨関連することであるが、その概究が具体的

な行政にきわめて密接につながっていたという点である◎これは、北海道開拓にと

って「州立大学」的な存在であった札幌農学校に、「カメラ会」（カメラルヴィッ

センシャフトの会）という名を冠した研究会がすでに明治28年に結成されている
｛28｝

ことにも象徴的にあらわれているが、ザ再編成期」に即していえば、嶺時、北大総

長の職にあった佐藤昌介は、農業開発・農業振興の方策について、折にふれて数多

くの提醤をむこなっている◎震た高岡熊雄の農政・植民学の：考え方は、前述の大正

14年の「農業振興方針」をはじめとする「再編成期」の農政理念の根幹をなした
　　　　　　　⑳
といわれている。しかも、これらの先学の門下が道庁に診いて妬殖政策の立案・遂

行に中心的役割を果していた（上原轍三郎、渡辺侃なども一時期その一環を担った）

わけで、このことが当時の北海道農業の客観的な現状認識に際して、いかなる作用

を．与えたかという点も注目しなければならない◎

　以上の予備的な考察を念頭に於きながら、つぎに具体的な経営研究の動向と内容

についてみていくことにしよう◎
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3　農業経営研究の動向と内容

　（11　『札幌農林学会報』を素材にして

　札幌農林学会は、明治31年に発会した札幌農学会の後身である。すなわち、札

幌農学校が明治蛋0年9月に東北帝国大学農科大学となったのを機に、「本学を連
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑳
鎖する～大会を組織し本学全般に豊る学術攻究の資と為さん」ことを自的として、

明治喚1年差月に佐藤綴介を会長にいただいて改組臨再発足した。その創刊号によ

れば、当時の会員は農学士諭よび林学士からなる正会員186名、「これと同等の学

力を有する」准会員56名，合計騒潟名で、農学部の教官を中心とする研究ならび

に行政の指導的立場にあった丁々の、学問領域や専攻を超えた「研究交流の場」と

して発足した当時の状：況がうかがわれる億

　その機関誌『札幌農林学会報』は悔明治曇置戸の創刊号以来、年次によって若干

の変動をふくみつつも、ほぼ定期的に季刊の形で刊行されで戦後に及んでいるが、

本稿で対象としている期闘についていえば、その掲載記端ないし論文はつぎの三つ

に大別されているQ第一は「論説」であって、研究例会などでおこなわれた専門的

な講演や研究報告をもとにした論文がこれにあたる◎第二は「抄録」であって、各

専攻分野から選繊された委貴によって，各分野の学術i雑誌や著作の中から、適宜ピ

ソクァソプされ丸專攻を異にする会員にとってもその概要をつかみうるようにダ

イジ。、ストされたF文献紹介」がもりこまれているg第三はヂ雑録」であって、主

として外船の著作を訳出しつつ論述したものが多く．概してr論説」と「抄録」の

中閤的な形のものといえよう。（な慶昭和初醸頃か學．「抄録」と錦打ちつづもそ

れまでのド文献紹介」とは異なって㌔各欝の研究成果を要約したものが掲載される

ように変化して薫り、さらに昭和盈0年頃になると、各専門分野ごとに澄こなわれ

た酬究報告会一つまり今日の学会支部会一の報告要旨も「抄録」として掲載される

ようになった。　）

したがって『札幌麟学会測賦・必ずしも離鱒門的な学術雑とはいえな

いが、当暗の農学研究者が、その時々に最も蘭心を寄せていた問題を、相互に披歴

しあい紹介しあって，ヂ本学全般に亘る学術攻究の資」としたという点からみて、

今購でもきわめて示唆にとむ貴重な文献であるといってよかろう。いま、農業経済

関係のヂ論説」、「抄録」、r雑録」を辿ると㌔さきにふれた曳中島、上原、渡辺、
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第喚表 『札幌農林学会報露所収論文一覧

三9

2§

露1

彦露

闇雲

露胎

2δ

露導（議和元）

譲？

駐薮
｝

窓警

婁§

3三

3藷

山雲

3轟

中　　鑑　　九　　郎 上　　獄　　轍三郎 渡　　辺 撮

（抄録　6篇）

荒　　ヌ， 操彊 矢　　鑑 武

念義

3尋

r入口無慮の一考察」

i欺灘大戦と漫雰経済の変化雛鋤

r藻彊に於ける蕊纒亜入撲斥運勤」

1　鵬劇　　　1
｝　・　　　　彦　　　　　　l
i　丁丁）　　　1　（獄鐙蝶）・　l
i　　　　　　i瀧髄瞭臓編権の三三i
i墨蕪芸轟藩賑釧，、＿業＿＿翻1

；　　　　　　…鑑鷹気、擬鞭忌詞i
i　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　i
｝　　　　　　　　　　　　　i　　　　　　　　　　　　　l
ミ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　き
i菰米金衆覆に於げる農家の資盤状態（雑録）｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i

　　　　　　　　　　　　　　　　；

；　『　　　　i
レ　　　　　　　i　　　　　　　i
i　　　　　　　l　　　　　　　i
；　　　　　　　　　　　i
ミ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぎ

i一済鍼立一　　i醗潔議纂議鰍叢一
l　　　　　　　　　　　　　i饗本盗嚢」　　　　　　　　　　、

i　　　　　　　　…　　　　　　　　i

畿：膿経卒業）

　　　　　　　　　　　　　　　　i黎饗封酢繭穫との鞭麗継つ

i糠斌獅る漏鐘育蹴て」　i籾韻籠綜羅す鱒蹴圃（夢録）
i、膿家鋭働及び孟趨罎て（抄録）　i淺海遂瞭1鴻米探鋸量○叢移と変翻

i　　　　　　　　　　　　i
i　（抄録　惑鋤　　　　　　　　　i　　（鯵〉録　警篇）
l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
i渡辺慌父共鷲欝究悲海灘讃滑る各護密妻藻イ～吻○難縫孫紗録）

i無二）　　　　i瞬・篇）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぎ

｛　　　　　　　　　　1農業入醍農業難ミと蠣孫紗録）

i＿》ス。鑓麟一州諜録）　　騰翻
i四阿鯉讃試験農雛綾　　　i
l　鍍辺鍛か銘○共鍔研究塑録）　i

1　　　　鍮大農経率業）

；満蒙移襲機饗の彫態に義て（抄録》
i

i　（抄録慕篇）

i　（抄録鑛う
i　（揚麟）

注：　主．ギ　」で恭し允論文は「論説」として婁懇載惑れたものを示す◎

　　2，　r抄録」、ヂ雑鎌」はそれぞれテーマ○あとにカッ認書きして示した。
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荒又などの先学のほか、菅菊太郎、奥田或、高倉新一郎、島内満男、小林門門次、

松田武雄、矢島武、川村琢、伊藤俊夫、池田善長などの名が、各号に散見されるの

であり、拳時の北大門経の研究状況の一面をまのあたりにする感が深い。

　そこで、執筆者を前述の5入の先学に限り、年次的には「再編成期」にほぼ相当

す為期間、すなわち同誌の第29号（大正愈年）か．ら第150号（昭和1生年）まで

の誌上に掲載された研究報告に限定して、それらを年表的に示せば第喚表のごとぐ

である。

　これによると、昭和2年、渡辺侃が北海道農事試験場から北大門経に転ずるまで

の時期は、いわば一つの空白期間であった。僅かに、当時な：簿農i業経営研究を続け
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　131）
ていたとみられる上原轍三郎のf農業トラクターに就て」と題する論文や、渡辺侃

の試験場齢ける処女作とも頃べき「北海道麟経営上労力の霰に就て馳題

する論文などがみられるのみであるご（上原の上記論文は、北海道に海けるトラク

タ乱め利用実態を基礎としつつ、欧米に澄ける経費計算方式に依拠して詳細な分析

を讃たもρであっだ・勲齪の上三文はあと温血砂・’函北海道の女口き

土地の不足せざる地方にありては農業経営に於では労力は限定要素∫となることに

着§して、労力需要：量についての詳細な調査を蔚こない、「労作上の適正規模」を

試算したものである。）

　だが、昭和2年以降になると、渡辺侃と荒又操の活躍がめざましく、ほとんど毎

号にいずれかの執筆になる報告が登場するようにな？た。さらに昭和10年以降に「

は、矢駐武の植民関係の研究抄録が数多く掲載されるようになる。そしてζれにか

わって、中島九郎、上原轍三郎の名は誌上にほとんどあらわれなくなった。したが

って昭和初年のこの時期が、北大に勘ける農業経営研究の新旧交替期にあたるとい

ってよかろう◎

　しかし、・この時期に諭ける渡辺侃の報告の多くは、丁度、試験場の嘱託をかねて

農業経営試験事業にタッチしていた関係もあってか、経営試験農場のケーススタデ

ィを事例的に紹介した庵のによってしめられている。たとえばr北海道の農業経営

に於ける難主義と資粧義」と題‡る謙は・その数輸に磯辺秀俊・杉髄夫

によって邦訳され、横井時敬らによって大いに問題とされたチャヤノブの『小農経

済の原理』を念頭に纏つつ・∫北海道庁産業調査報告書』（第亭巻）の嚢例調査
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を素材にして、経営形態別の考察を加え海法か7頁の分析で、その壮大な標題から

繍ぱ泊ら醐記して鴫、うば不用意であ欲が述斜て搬識諺いう

印象を免れないゆこれと問じ傾向はヂ勇払郡安平村早来附近火山灰地に於ける農業
　　㈱　　　　　　　　　　　　　　　　　侶8）
経営」や、「北見国上斜里経営試験農場成績」などの報告でもうかがわれる◎また、

・馳に於ける蠕の蜻蹴岬と題する融は，いわ繭技葡な融であっ

て，撫西語難長蹟温埴結掲｛甑と糊ら旅して鴫瓜。れが各

作物の豊凶関係への関心につらなり、のちのいわゆる「太陽黒点説」へとつながっ

ていったとみられる。（ちなみに昭和9年に執筆した「抄録」6篇のうちの2篇は、

ヂ太陽輻射」と崇気変動とめ関連を述べた欧米論交の紹介である。）

　したがって、当時のこの誌土にあらわれている限如での渡辺侃の研究報告は、必

ずしも正統的・本格的な経営研究の報告とはいいがたい◎それは、多分に技術関係

の研究分野の入々がこの雑誌の支配的な読者であることを考慮し潅ものかもしれぬ

が、土述の「北海道農業経営上労力の需要に就て」が、克明・精緻に資料を駆使し

て本格的な経営研究を展開しているのにぐらべて、いささか奇異に感ずるほど、き

わめて対照的な傾向を示しているのである。

　これと同じ時期にこの誌上にあらわれる荒又操の論文は、「北海道に於ける農作

中心の翻に軸課や」輪道に腐る応当懸の擁と矧監どをはじ

めとして、いずれも緻密な統計操作を基礎とする分析が多く、とぐに初期には、あ

たかも経済事象を露語科学的手法で明快に解析しようというクールな傾向が濃厚で

あった◎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈱
　だがヤf米の品質の価格に及ぼす影響に就いて」の研究以降、とくに「米の髄室」

をめぐる～連の研究を進めていぐなかで．農業経営問題を：重視する問題意識が次第

に鮮明に示されるように変化していく。たとえば上記のド北海道に於ける米反当収

量の推移と変動」の中では、その冒頭にド北海道は一昨年、昨年とニケ年に昂る米
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（44）
の不作を重ねたが噛めに、．さあらぬだに農業恐慌の渦中にあって米価安に悩む」本

道の米作農家は，爵然的な収量の激減と経済的な価格の暴落とによって、極端な窮

迫状態にあるという現状認識を述べ、この米作豊凶の実相究明をめざす論文も、そ

のような現実の経営問題解決のいとぐちを求めようとする問題意識にねざすことを

きわめて鮮明に打ち出している◎つまり、当時の「再編成」を要講しつつあった北
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海道農業の実像にふれる中で、卒業論文以来，一貫して続けてきた農産物市場問題

研究の焦点として、経営問題が的確に位置づけられるにいたったのであり、それは

やがて、あとでふれる『法点点論叢』に発表回れた画期的な論文へとつながってい

く主題ともなったのである。

　このように農業の現実を直視するなかから、経営問題についての研究視角を錬え

あげていくという傾向は、この誌上に昭和1◎年から登場した二二武の論文の中に

も認められる。当時、植民学を專攻し、とぐに満蒙移民問題を研究しつつあった矢

島は、購洲繊の財獣心）、面隠個に記田邦麟小概の雛議」

「本邦源晶晶民の標耀獣於て舗すべき鰭麟の油鼠どの研究を

「抄録」として報告しているが、それらは植民政策上から求められた単なる「移毘

経営の計画」の検討にとど践るものではなくて、現実の移民経営の実態に迫ろ灸と

する視角が各所にうかがわれるものであったΦそれは澄そらくのちに、北海道の稲

作農家の労働力問題を生産構造的に追求していく視点につながっていったのであろ

’う．が、それがあらわれるのは「再編成期」以降のことに属する◎

　以上、『札幌農林学会報』に掲載された5人の先学の摂究報告を大まかにあとづ

けた結果、f再編成期」の前半にはめぼしい経営研究がほとんどみられず、とくに『

農業経営研究の指導的立場にあっ1たと考えられる中鶴九郎は、むしろ農政研究に主

題を移しつつあったようにう．かがわれ・一つの空晶期間の様相を呈していたと考え

られる。

そして昭和2年以降ρ晒編成期」の後半には油壷侃荒又操力やざましい活

躍ぶりを示すが、前者は試験場の経営試験関係のデータをもとにした事例報告や

「試論」的論文を発表するとともに、技術関係・慮然科学関係への関心の傾斜を示

す報告を多く細ζなっているのに対して1後者は、今摂の表現でいえばマクロ的な

データの緻密な統計的分析を主とする報告から論旨って、次第に現実の経営問題を

直祝しつつ、これを農産物市場問題の研究の中にとりこむ形の論文を多く発表する

ように変化してきて澄り覧経営慰究者の世代交替を機にして、心入各様の薪しい経

営研究への模索が進められつつあったことを知る。
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　（21　『法則会論叢』を素材にして

　北海道帝国大学法経会は、昭和3年18月、r北海道帝国大学の職員にして法律

経済に関する科学を専攻する老11名によって創立され、3名の名誉会員（佐藤畠

介、高岡熊雄、森本厚吉をさす一一一引用者注）を推薦レ、爾後毎月例会を開催する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（⑱
こととして同月23属第1回の研究報告があった。」ヂ昭和5年12月に到り研究
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛塵9）
発表機関として『法的会論叢』を発行する計画」をたて、ヂ昭和6年4月第ユ号を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　潟。｝
発行、9氏の論文を掲載する1ことを得て之を名誉会員佐藤男爵に平げた。」「爾来
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5勤
『法経界論叢』の続刊を希望しつつも、経済上の困難を最も重なる理由として」発

刊がとだえたこともあったが、その後は毎年ほぼ玉回の刊行が続けられて、戦後の

今Bにいたっている。（現在は『三幅論叢』という誌名に変った。）

　したがって『法曽会論叢』の特色は、戦後になってはじめて法文関係の学部をも

つことになった北大にとっては、社会科学系の学内唯一の研究会の機関誌であると

いう点のほか、発足当初は毎月例会で研究報告を澄こなった成果が原稿として提出

されてはじめて誌上に掲載されるという、かなり厳格な部内討議をたてまえとして

いた点があげられる。（な騎念のために付言すれば、研究例会の報告「発表の順位は
　　　　　　　　　（52｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　153r　　’

大体抽籔を以て定め」、機関誌へのr掲載順序は大体に於て原稿提出順に拠」ると

いうように、身分職階の差別を極力排除しようとした配慮がうかがわれる。また、』

この機関誌以外の学術雑誌に投稿されたものめ雪ぐも、当時は、研究例会の討議を

経てお’こなわれていた模様である。これらの点は国警の状況とくらべてきわめて示

唆的であると考えられる。　）

　したがってこの機関誌は、前述の『札幌農林学会報』とは異って、きわめて高度

の専門的学術雑誌としての性格をもち、これによせる会員の態度も、大正14年に

発刊された日本農業経済学会の機関誌『農業経済研究』に準ずるもの（あるいはそ

れ以上のもの）ではなかったかと推測される◎（それはたとえぱ、昭和11年10

月に北海道で勘こなわれた「陸軍特別大演習後、本学に行幸の瑚、わが法域会論叢

創刊以来の全四半を献上」して「本会は大いに草露を施した」ばかりでなく、その

後…　月に「琳待従長・斡後引物干・一事眺繊鮨申越馴し由・大
　　　　　　　　　　　　　コ学当局より通知」されたことが、錆5輯の『法経会記事』に特記されていることか

らもうか；がわれよう。）
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第5表 『法経会論叢』所収論文一覧

中　　島　　：九　　郎 ま：　原　　轍葱郎 渡　　辺 荒　　又 矢　　農 武

五9濁奪（第三号）｝
　　　　　　　　　｝

｝　　1
　　　　　　　　　　
1§3曇奪（第驚輯）i毒太の拓殖及農業に就いて

　　　　　　　　　…
　　　　　　　　　　擁．樺太の拓殖及農業の沿革叢競状

193憂年（第3輯）

1936年（第喚輯）

玉§3？奪（第5輯）

19＄8年（第s輯）
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　そこでつぎ駄こζでも執筆者を前述の5入の先学に限鉱年次的には「再編成

期」の後半から次の画期にかなり入夢こむことになるが、一応戦前段階の『法経会

論叢』を概観するという意味もこめて．昭和§年の第至号から昭和2◎年の第玉1

輯（昭和7年、8鰍10年、18年嵐1曾年には刊行されていない）懐でをとり

あげて、これに掲載された二丈ならびに資料・紹介の形をとる硬究報告を年表的に

示せば第5表のようになる愈

　これによると、5入の先学の追求した研究テーマや論：文発表の年次的な動向は、

さきにみた『札幌農林学会報』のそれと懸とんど大差がない⑪このことは，…入の

秘究者が三歎・方法・問題意識を異にするいくつかのテーマに同時的に取組むこと

がきわめて困難であることを意味すると同時に馬『札幌燧林学会報』では、その会

の性格土、紙幡や表現方法に制約があったた猷r法経会論叢描上で專門的な議

論をつくそうという志向が働いた庵のとも：考えられるの

　したがって、個別の研究動向を要約すれ風中轟九郎は昭和｝玉年の第喚輯が刊

行される談では、農業経営研究の指導的立場にあったとみられるが．「樺太の拓殖
　　　　　　｛5逗｝

及農業に就て」という農業史と縫業政策を齢り窯ぜた論文を発表したのみであり、

その後も、墾実を園顧しつつ農政縛評を試みる、といった内容の論文を闘鍬的に発

表しているにとどまっている⑪またま：原轍三郎は、～貫して植民学に関連する研究

を逐次発表しているが、すでにみたように，轟縛「再編成」をめぐる問題が深刻化

していたと考えられる北海道の植畏問題については、ほとんど書及していないので

あって、当時の「国策」に即し海植毘問題への接近に終始している印象が強い◎

　これに対して渡辺侃は．こごで亀精力的な多作ぶりを発揮している。すなわち第

1号の「乳牛飼養育成の経済問題」では駕乳牛飼養形態の経営的な分化（ないしは

「経営型」の選択）の問題を．マーシャルの限界効罵麗論を援需しつつ分析し．f

報酬逓減法則」の強調とともに駕「乳牛経済問題をも解決せんとする」意麟を前面

にうちだしているし曳第a輯のザニ個の農家経済調査例示」では、南ドイツに冷け

る10戸の調査事例と北海道北見地方の1農家の調査事例を罵いて，経営成果（と

りわけ家計消費）と家族の労働との関連を考察し、家族別に，とぐに婦入労働に焦

点を冷いて分析しているの震だ第嚢環：ではヂ縫家の生計標準」をテーマにして、生

計費水準をめぐる旧説に紹介唾禽討を加え。それぞれの地方の生活様式に即応した
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自給露足の必褻性を説いている。さらに第5輯のr台湾と北海道とゐ農業ま：生産力

の比較」では、両：者の相違点と共通点とを農業地理的に検討し、生産物からみて共

通面をもつ点として砂糖、澱粉、米をとりあげて比較しているが、経営経済的な観

点や生産構造的な祝点が完全に欠落してむり、自らもβ本稿が、農業技術論に傾き、

経済法制的研究に及ばなかった」だめ窪法三会論叢』にふさわしくないことを謝し

他賑を期しているQ（しかし第？輯の「台湾と沖縄」では、明治維新前の植民地で

あった沖縄と呂清戦争後に植民地となつ流台湾という点に比．較の視点を冷糞、「タト

地の内地化」がいわば沿革史的に述べられているのみで、第5輯にのせ允論文との

関連はほとんど示されていない◎）

　したがって渡辺侃はほとんど毎号のように論文を掲載しているのであるが、その

うちで経営研究に密接に関連しているとみられるのは第虫輯蓑での3篇と第11輯

の「農業経営方式理論の研究」であって、激しあたりヂ再編載期jの3篇に注冒ナ

れば、それらはいずれも経営問題の解明ないしは経営理論の構築を主題どする研究

とは考えられない。より特徴的にいえば、講例的な経営経済のデータを聴いて独自

の経済理論の遍求を志向する傾向が強烈であり、時として、多くの論説を紹介しつ

つそれを独特の価縫観ないしは倫理観で処理していくというドグマチックな展開も

みられる。つまり『札幌農林学会報』では多分に技術論的傾向を示し、『無骨会論

叢』では経済理論への傾斜が濃厚であるといえる◎

　また、上記の3篇に限らず、昭和璽5年頃震での諸論文のいずれをとっても、「再

編成」の課題に切実に直面していた現実の北海道の農家の経営問題については、ほ

とんどふれられていない。僅かに第藤輯の「農家の生計標準」が、当時の農村経済

更生運動に関連していることをうかがいうるにすぎないのである。

　つぎに荒又操の論文を辿ると、第！号の「北海道に於ける農作中心の移動に関す
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（55｝
る研究」は、高周熊雄の調査研究にならい、「北米合衆国の農業中心調査に規って」

克明な統計分析を勘こなったものであるが曳この論文の問題意識をつぎのように述

べていることは注鑓に値する◎すなわち「本道農耕地面積の拡張も、大正10年以

来は却って準々減少せるの事実さへ現はれ，近年其の発展は停頓の状態を示して居
　（56）

る」のであって、「北海道農業の発達は既に一段階を終へ、此処に更らに新らたな

　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈱
る発展方途に向ふべき一転期に際会して」いる時にあたり、今後の発展がいかなる
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ものとなるかを、これまでの発展経過の統計分析によって萌らかにすることを意図

しているのである。つまりr再編成期」の北海道雌業が「これからどこへいぐのか」

という問題意識が、ここに鮮明に示されているとみられる◎震た第3輯のf続本邦

に於ける米反当収量の推移と動揺」は、『農業経済研究』第10巻1号に発表した

論文の続篇にあたるが、この緻密な統計分析を貫く問題意識が．現実の稲作農家に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈱
対する指針として、「又あらゆる政策樹立への基礎的智識としての要請」に応えて、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒
’稲作「収量の“欝然．の影響による不確実性は蔚澄よそ幾許であるか」を明らかに

することにあると述べているのである。

　これらの点は、『脱三農林学会報』に発表された論文に関連してふれたことと全

く同様であって、経営問題に対する真離な態獲が如実にあらわれているといえよ％

しかもこの問題視角瓜独霞に進められつつあった農業経営学についての概究によ

って裏打ちされていたと考えられる。その一端は，たとえば第蛋輯に掲載されてい

る「ゼドルマイア著1よ超武彦訳『小農経営学』」の紹介（書評）からもうかがわれ

る。

　そしてこのような経営問題や策場問題についての経済構造論的な視角の上に、第

8輯の「北海道アスパラガスの発展に於ける経済爾」や、第9輯のヂ国策会社と産

業組合一北海道興農公社の問題一一」などのすぐれた業績が生みだされた。前者

はアスパラガスという特殊な作物の栽培をめぐる農家と加．エ資本との経済的な関達

を克明に分析するとともに、一農村産業組含が農属の加工資本への従属関係を断ち

きっていった過程を、「産業組合運動に於ける謂はば実践の発展を示唆」するもの

としてとらえた画期的な論文であり篭後者は戦時統制経済の要求によって設立され

た国策会社の一典型として興農公社をとりあ嫉これが原料乳生産農家と独占的な

乳業資本との間に介在していくことによって、酪農民の組織である酪聯の歴史的役

割が終り、ついには酪農民の経済的利益がこれによってそこなわれる惧れがきわめ

て大きいことを敢然として警凹し允論文で磨る。いずれも産業組合論に関する意欲

的な業績であるが、これらは農業・農民の現実を直視する鋭い問題視角によっては

じめて生みだされたものと考えられる。

　つぎに矢轟武の諸論稿をみると、懸ぼヂ再編成期」の下問にあたる館6輯譲での

論文は、もっぱら植民論に集中しているが．たとえば第3輯の硫鷺亙薦∫。duchon
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to　L謙d起。◎殿◎顧csjは駕いわゆるr転地経済学」を廻転にして、社会科学とし

ての経済学からはなれた独鶴の「±地経済学」というような領域が成立しえないと

とを、当時の誉論統計下で、英文とはいえ、マルクス経済学の原典に依拠しながら

明快に展開し、地代悔農業入口、土地脹有をめぐる資本制的な生産諸関係の究明こ

そ、この分野の研究の主題であると述べて冷り、伝統的な歴史学派や制度学派の系

譜から脱皮した植畏問題研究の志向を分葱にうちだしている。これはさらに、第9

輯の「植民及び植民学の性格」という形で体系酌に整理されていくが、このような

厳密な研究：方法論についての検討の態度や亀学問の実賎的使命についての省察は、

戦後に、独自の観点から農業経営理論を構築することになった際にも、きわめて重

要な意義をもっていたと考えられる篇

　以上、『法認会論叢』に掲載された5入の先学の硯究報告を大まかにあとづけた

結果、ここでもめぼしい経営研究の動きは戴とんどみられず、また当時の北海道農

業が深刻に直面しつつあった「再編成期」の諸問題に直接ふれた論文も、きわめて

少なかったことが明らかになる◎この意味で、この誌上でこそ本格的な経営研究が

展開されているのではないかというわれわれの期待は．「再編成」という問題をど

のようにとらえていたのかという今醸的な関心とともに、砥とんどみたされなかっ

た。僅かに渡辺侃と荒又操の活躍ぶりが注濤されるのみであり、とりわけ後者の的

確かつ克明な問題意識の展開の中に．上述のようなわれわれの期待や関心が決して

的はずれなものではなかったことを知るのみである。

　（31研究の動向ならびに内容の概掘

　かようにこの時期の二つの学内的な学術雑誌をみてくると、当時、中心的に農業

経営研究を進めてい允のではないかと考えられる愈々にそれがみられず、北海道農

業の「再編成」という事態に最も直接的に関連していたであろうと思われる入曽に、

これを問題とする気配がみうけられない。この無気味に静まりかえった研究的雰囲

気は、一体何を意味するのであろうかg

　ここで再び想起されるのは、当時活躍されだ入々がいずれも佐藤昌介．高岡熊雄

の門下に属し、いわばその高弟であったという点であり、さらに：重ねていえば、こ

の亀入の創始者達は学問的にはドイツ歴史学派の流れをくみ、北海道の農業開発に

対してはその政策理念の最高指導者であっ洗という点であるゆそこでこの点に注騒

　　　　　　　　　　　　　　　　　一86一一



しながら、この時期の研究の動向ならびに内容について概括して慶こう。

　すでにくりかえし指摘したように、この時期に最もめざ蜜しく活躍したのは渡辺

侃と荒又操であるQ当時、新進気鋭の助教授であったこの二入は、上述の学内雑誌

ばかりでなく、学会誌『農業経済研究』誌上で庵この時期に多くの発表を澄こなっ

ている。

　ちなみに同誌の大正14年の創刊号から昭和12年の第13巻までの期間に北大

農経関係の三々が発表した論文を列挙すれば次のごとくであるQ

　第1巻：高岡熊雄f伊太利に於ける社会主義者の農業経営」

　　　　　中農九郎「北海道に於ける甜菜糖業の勃興」

　第2巻：高岡熊雄「戦後欧洲に於ける農政改革」（一）、（二）

　第3巻：高岡熊雄「加奈陀に於ける国有未醐地の処分」

　　　　　高岡熊雄「田米農家の生活費」

　第強巻：渡辺　侃「生産法則、生産費、利潤並に地代に関する基礎概念」

　　　　　二二熊雄「北海道に於ける入口中心及び正中点に関する概究（第3報）」

　　　　　渡辺　侃f農業経済の研究法特に市場統計の綜合に就て」

　第5巻：な　し

　第6巻：高岡熊雄ヂ北米合衆国に於ける農民離村と市民離都」

　　　　　渡辺　侃「生産費≠）問題及其応矯」

　第？巻：な　し

　第8巻；高岡熊雄・荒又操「北海道に於ける人口中心及び正中点に関する研究

　　　　　　　　　　　　　（第喚報）」

　　　　　渡辺　侃「北海道農産物髄格論ゴ

　　　　　渡辺　侃f高岡博士記念論文集『農政と経済』」（紹介）

　第9巻；な　し

　第10巻：荒又　操ヂ本邦舛於ける米反当牌量の推移と動揺」

　　　　　渡辺　侃「米穀消費の性質」

　第11～ユ3巻：なし

　以上のように学会創立発起入の一入である高岡熊雄を別格とすれば．ここでも渡

辺侃と荒又操の活躍ぶりがめざ声しい。
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　つまり、概して重苦しい沈滞状況にあっだとみられる北大農経の概究動向と、そ

の中でひときわぬきでた活躍を勘こなっていだ渡辺侃と荒又操が注欝されるわげで

あるが、この二つのコントラストを通じて浮びあがってくるのは、当時の北大農経

にみなぎっていた歴史学派的な傾向と，これを何とかして脱却し打破しようとした

とみられる上記の俗論の活躍である。

　ここで改めて歴史学派の特徴的な傾向についてふれる必襲はある凌い◎しかし、

当時の北大農経の論陣の全般的な沈滞傾向を考える際には、それが方法的には、も

っぱら歴史的な叙述に焦点を溶いた実態把握の重視を志向し，その反面で理論的な

因果関係の究明という高点を軽視するという傾向をもっていたこと、さらにはその

研究が規範的な政策命題にきわめて短絡的に癒着するという傾向をもっていたこと、

に注目して澄く必要があろ％

　では、上記の二入はこういつた傾向からどのようにして脱却し、どのように活路

をひらこうとしたのか⑪

　まず渡辺侃についていえば、すでに示し丸いくつかの論文の紹介からもうかがわ

れるように：、現実にあらわれている経済事象を経済理論的にいかに説明するかとい

う点に多大の関心をはらっている⑪そこで彼が依拠し疫経済理論はもっぱらマーシ

ャルの限界効用学説であり篭経営蘇究の薦ではチユーネン澄よぴエ｝レポ「であっ

た◎そしてこれらの理論に立脚しつつ．しかも断えず、あたらしく紹介されたその

時々の農業経済理論にきわめて流動的に関心を寄せ、結局は最初の立脚点に園帰し

ていくという軌跡を辿っている。灘そらぐそこには鬼歴史学派の理論欠落的傾向に

対する焦燥感と、それを完全に克服するにはいたらない霞らの蕉燥感とが交錯して

いたのではないかと思われる。きわめて精力的な多作ぶりにも拘らず、また他に先

んじて、新しい理論装置を摂取しようとした積極性にも拘らず、その研究成果が時

として著しく一面的・断片的な思索にとど蜜つた銑、未成熟な概念・用語を軸とす

　　　　　　　　　　　（6①
るものであったりするのは、このことを裏書きするものであろう。

　だが、このような苦闘の中でいくつかのすぐれた理論的成果（たとえばf需要供

給の弾力性よ鱒曝せる経済循環の耀論」・高岡博‡記念論文集r鋤と経済』

所収）が生みだされていることは高ぐ評価され濫う。

　つぎに荒又操についていえば。初期の緻密な統計操作を基礎とする多くの研究成

　　　　　　　　　　　　　　　　一88一



果に如実に示されているように、まず歴史学派のもっていた積極面である実証主義

的方法を徹底的に追求し、さらに縫業経済研究を科学的実証主義に基礎を凝く社会

科学の方向へと進めることによって、打開の途をひらこうとしたと考えられるQ

無論この場合に、その基盤として確乎とした経済理論が錬えられていったことはい

うまでもないのであって、語そらく当時の悪名高い言論抑圧の下で明示できなかっ

たのであろう力誓それが今艮のいわゆるマルクス経済学の経済理論であったことは

明らかである。

　そして、このような理論的な武器と透徹した科学的実証主義の研究方法がとられ

だからこそ、壊さに画期的とも呼ばれる数多くの業績が生みだされたのであった◎

この点で、渡辺侃が歴史学派の理論欠落傾向を脱却しようとしつつも，もっぱら演

繹的な理論展開に関心を集中させ、実証主義的な碕究方法を徹底させなかったこと

と、著しく異なっていることに注旧しなければならない◎

　かって注要農働の豊凶問魎をめぐらて期研究総ん製の国入の隊み

られる上述のようなきわだった相異点は、二人目めざ震しい活躍ぶりとはうら．はら

に、折から世代交替期に入っていた北大農経の深刻な混乱・動揺一したがって研

究面でρ空白・沈滞一を示すもので電あった。（訟そらくこの沈滞傾向をさらに

深めたもう…つの要因としては、研究主体の入的関孫一端的には1飢族結婚的とも

いうべき閉鎖的な入事運営一があげられよう◎しかしそれはこの考察の範閉山の

こととしたい。　）　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　い

　だが仮に、そのようにして碕究の一般的な沈滞が余儀なくされたとしても、何故

この時期の焦帽の二三である北海道の拓殖・農政の問題についての研究があらわれ

ていないのか、またその基礎となるべき農業経営についての研究が署しく乏しいの

か、という点が疑問として残されよう。しかしこの点についても、伝統的な歴史学

派の陰影が尾をひいていたと考えられる。すなわち、当時現実に直面しつつあった

北海道拓殖問題・農政問題は、その学風のヂ本領」とする歴史的叙述の対象として

は、あ蓑りにも生々しぐ、しか屯不確定な現象であることを理由にして意識的に回

「避され、むしろ当時の国家的課題であった植民地や外地の問題に関連して政策提言

を澄こなうことに：重点を指向したのではないかと推測されるのであり．農業経営慨

究については、それがもっぱら私経済的な分野に属することがらとして、規範的・
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国家的な政策命題に関する麟究に従属する，いわば第二次的・傍系的な問題として

軽視する風潮が支配的であったのではないかと考えられるのである◎農業経営研究

に対するこのようないわれのない偏見・蔑祝は鬼かってブ亨ンクマンが『Fイソ農
　　　　　　　　　　　　　　　　　㊨2｝
業経済学史』の中でr低い家柄の生れ」の学問という表現でとらえた風潮とも通ず

るもので妨％実地漉附の鮨の稀畑鼠侃も述べて幡のであ鯉

　ともあれ、こういつた状況が北大農経の研究沈滞塊したがって農業経営研究の停

滞、の背後にあったとして徳．われわれの先学はその発展のために多大の精力をつ

ぎこんでき允にちがいない⑪そこでつぎに、この時期に輸ける農業経営研究の展禰

に：重点を澄いて、これ按でみて選た二つの学術雑誌以外の論文・著作も参考にしな

がら、若干の補足的な考察を澄こなうことにしよう。

4　経堂研究展開の特色

　すでに幾獲かふれてきたように隔渡辺侃はこの時期に澄ける北大農経ならびに北

海道農業試験場関係の指導的な農業経営研究者であった◎より厳密にいえば、北海

道でこの分野を専攻する澱とんど唯一の研究者であったといってもよかろう。した

がってここでの考察はもっぱら渡辺侃の研究展開史を姐．上にすることになる。』この

意味では、長期にわたって親しくその薫陶をうけた入々の克萌なr渡辺侃論」を必

要としているが、今のところそのような研究がみられないので、以下では、これま

でにみてきた二つの学内的な学術雑誌のほか、「農業経済研究」などに掲載された

研究論丈を中心にし、さちにそれらをもとにして体系化された二・三の著作も参考

にしながら、試論的に考察を診こなうことにする。

　渡辺侃が大正6年北大農経を卒業したのち．直ちに北海道農事試験場に蔽いて取
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　翻
組んだ経営研究は、購場の創立当時から実施されていた「模範農場」の系譜をひく

経営試験事業関係の仕事であったのそれはいわば経嘗試験農場の設計・運営・分析

にまたがる広汎な分野であるが曳とくに中心になつだのは経営設計の側面であった

とみられる。この種の研究が、当時の北海道の経営研究の主流をなしていたことは、

すでに前稿でもふれだところであるが嵐この面から経営研究のスタートをきったと

いうことは、その後の研究展開の特色を理解する上で竃きわめて重要なポイントを

なしていると考えられる。
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　というのは、周知のように経営設計の分野は、経営昌的・経営諸要素・経営条件

など、農業経営に関連する既存の農学ならびに農業経済学・農業経営学の広汎な知

識を駆使して、それを一つの経営体の形に具体化していくというきわめて高度の

f総合化」を主題としているのであって、いわば農業経営研究の「奥の院」（ない

しは一つの「窮極点」）といってもよい分野にあたる◎そして大学卒業後ただちに

このようなf総合化」からスタートしたという点にこそ、渡辺侃の経営研究の特色

を解く鍵があるとみられるからである。

　では彼はこの「総含化」にどのように取組んでいったか◎

　まず最初に齢こなわれたの嬬労働力祝点に立った経営規模の画定である◎それ

は前述の『札幌農林学会報』に発表したf北海道農業経営上労力の需要に就て」と

いう論文に示されて冷鉱r一個の経営に於て労力の幾据の数量が必要にして充分
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛65｝
なるや」という設問に応えて、きわめて克萌な分析が論こなわれている◎そして結

論的にひきだされたのは、地域により、経営形態によって、「労作上の適正規模」

は大いに異なるということであったQこの、いわばヂ相対主義」ともいうべき農業

経営の多様性についての相対的理解は、終始、彼の経営理論を貫く一つの観点とな

ってい、つたが、その端緒はここに発する。

　ところでこの論：文には、彼のその後の経営研究を強ぐ特徴づけたとみられるさら

に二つのポイントが含まれていた。一つは、上述の設問自体からでてくることであ

るが、経営が一定の労働力を保有することを前提とすれば適正規模が辱えられ、一

定の経営規模を前提とすれば所要労働力が毒えられるというこの設問に対して、全

道的な配表調査をもとに「家族労作経営」を前提とする前者の接近をとったという

点である。つ蓑り設計の基礎とすべ’き経営主体は「家族労作経営」であるという観

点が打ち趨されているわけであって、これまた彼の経営理論を終始一貫する観点と

なった。

　もう一つのボィントは、労力の必要量の算定にあたって各種農作業の克明な検討

を必要とすることはいう震で屯ないが、それを耕種肥培の具体的な内容にまで立入

ってきわめて詳細に蔚こなっているという点であるQこのことは、彼の農業技術に

対する関心が、すでにこの当時からきわめて強烈であったことを示すとと竜に、の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　闘
ちに「私は農業経営学の基礎を農業技術学に置くものである。」と述べ・さらに農
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業経営の実際問題としては経営経済的な「関孫把握がそれ程重要であるかはわから
　　（6η

ない」のであって、「根底にある諸要素の組併関係…（中略）…それはむしろ技術

的なものではあるが、鞍となると膨．蜷8涯述懐している、いわ煎技術主導」

の見地につながっていくものと理解されるのである。　。

　そして、われわれが考察の対象としているr再編成期」の前半には、冷そらく試

験場の支場長：として技術研究の「現場」に勤務した関係も多分にあったのであろう．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　翻
が、ド経営経済に関係する露然科学的技術学的基礎」にまでさかのぼって、さ践ざ

ま准調査を展開する◎それはたとえは『札幌農林学会報』に発表された「禾穀類の
　　　　　　　ぐ70｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（71｝

生長測定に就て」や「寒地に於ける水稲の生育に就て」、などの報告に端的にあら

われているカ㍉大学卒業後ただちに具体的な農業経営の設謙という「総含化」の要

請に直面せざるをえなかった経営研究者が．そのヂ総合化」のための「部分品」と

して、例よりも按ず技術関係のデータを求める方向にむかっていったことは容易に

理解できよう。だがこの過程で、現実の経営主体がいかなる状況に冷かれ、いかな

るメカニズムで動きつつあるか、といっ允ヂ総含化」にあたっての最も根底的な大

前提についての検討が．ほとんど閑却されることになった。そのため、端緒的な発

見にすぎなかったところの前述の「相対主義」的理解やド家族労作主義の優越」と

いう観察が、この過程であたかも～つの公理であるかのように観念的に固められて

いく。

　無論曳この時i期に経営経済的な研究が全く輸こなわれなかったわけではない◎マ

ーシャルの『経済学原理』やエーレボーの『農業経営経済学汎論』についての研究

が並行的におこなわれていたらしい◎そして前幅の限界効用藩論や、後者の経営

「有機体説」や価格関係による経営方式決定の理論が、その後の展開に多大の影響

を一与えることになった◎

　すなわち昭和2年、北大農経に転じてからの研究の基調は農産物価格論によって

占められることになった◎その直接的契機は折からのr水稲其他作物の豊凶を研究
　　　　　　　　銘2｝

するようになつ斥」時からであるが、経営研究と関連づけていえば、上述のエーレ・

ボーの経営方式理論の影響がうかがわれる。それは同時に、「何を、いかに生産す

べきか」を論ずる方式論が、経営設計という「総合化」にとっての前提となり、エ

ーレボーの所説のごとくその方式の変化するゆえんが衝格変化にあるとすれば、農
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産物価格の問題こそ、その基礎に据えられねばならぬという研究生活スタート以来

の経営研究に対する姿勢（いわばf総舎化」管下）に基づくものでもあろう。

　そしてこの「豊凶変動」についての研究を通じて、一方では、価格関係にあらわ

れる数量と価格との関連の時閲的推移の問題についての関心が、いわゆる「蜘蛛巣

理論」というすぐれた成果を生みだすと同時に、他方では「豊凶変動」の背後に
　　　　　　　　　　　　　　　　　㈱
「何か規則的な長短の波動を起す原因」があるにちがいないという発想を生み、こ

れが「太陽黒点説」へとつながっていった◎つまり、社会経済的な事象の根底に直

接的に目然的な循環を凝くという超歴史的、ないしは没歴史的な社会観が強く打ち

出されるにいたったのであるが、これは農業経営学の基軸に農業技術学を澄くとい

う、前述のヂ技術主導」の観点Q一層の深化といえようQ

　そしてf多ぐの産業が興り又亡ぶであろう◎併し全体とし七の経済は滅びること

　　　　　　　　　｛？41
はない◎唯波動する」のみであるという趨歴史的な「循環理論」が、さきに指摘し

た農業経営の多様姓についての相対的理解を包みこんでいぐことになった◎その学

位論文となった『北海道農業経営論爵の中では、ド中庸の大きさの家族の生活に必

要なる現物・現金並びに設備を供給する為め、主として其家族員中の堪労働者が労

働して糖することが談羅営の現郷して珊妙調と述べているが、それ

は現爽の経営の多様性が、上述のようなさ壊ざまな循環の過程で所詮はここに収轍

していくという理解を示すものである。

　ここにいたって渡辺侃の農業経営研究は、「現実の経営を叙述し批判することは

雛学媚的である眺いい、儂雑営学膿難営の轍を糊し其の運営を
　　　　　　　　　｛7？｝
指導する学問である」と定義しつつ転それはついに「各論の各論という程先でな
　　　　　　　　　　　　⑫8｝
されねばならなぐなつだ。」と膚らいわざるをえない癒ど、現実の農業経営問題か

ら遠ぐへだたった境地に属するものとなっていった。それは哲学的境地といっても

よかろうが、その研究がこのように現実から甚だしく乖離していったのは何故であ

ろうかd，．　　　．　　　　　　　　　・・，　　ゆ

　その原因としては大きくいってつぎの三点があげられよう。

　第一は研究方法の問題であって、現実の経営動向や価格動向をとりあげていなが

らも、そこで前提とされているのは、きわめて抽象的・古典的な意味に澄ける経営

主体認経済入であっだという点である◎たとえばさきに庵ふれた「北海道の農業経
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営に於ける労作主義と資本主義」という論文では隔ヂ労作主義」の「賃労働を使用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　σ9｝
せず主として自家労働に依拠するてふことの所以」は、「輿家労働の能率が賃労働
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（8e｝
のそれに比して高いと云うことでなければならない。」と述べているが、当時の零

細小農ないしは過小農が、はたしてそのような芭曲な交換経済の一般原鋤・企業原

則を行動原理にしていたであろうか。その実態的根拠は全く示されていない。蚕た

ヂ新農業経済学」というテーマの論文では、：地主と小作入との関係について、地主

の極端な収蕉は小作入の逃亡などによって結局永続せず、逆にド小作株」が生れる

ほどに小作入がとくに有利な場合には、その転貸・r又小作」の発生がひいては不

在地主を生み出す条件を作りだしていくという形で、窮－極的には両者の利害の均衡

状態（分酷鋤均衡状態）に収虚していくが故に、臨は揺有の露語と云うこ

と霜露信じ穂。剛と述べ魚る。だが、諭して当無瀦の関・係は、その

ような対等な経済入の関孫であったであろうか◎多ぐの小作争議をまのあたりにし

ながらもこれを無視し、あるいはそれを捨象して完全な観念の世界に入りこんだか

らこそ、そのような生産関係の「虚像」を描きだすことができたとしか考えられな

い。

　このことは曳その著書『農政学講義』に対して加えられた伊藤俊夫のつぎのよう

な書評の中でも鋭く指摘されている◎すなわち「惑者に煽てはプロテスタンチズム

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（82）
的膚由主義の色彩が濃厚であって経済現象をその立場より把握する結果」、「生産

関係の蜥鷹立ち入る。と融け、濡す蟻懸晒焔儲の原駅瀞でけ謂

ことになり、「又著者の労作主義と欝曲主義との不可分離的蘭聯も理論的に十分説
　　　　　　　　　　（8づ｝
明されていない憾があるゴという批判は．ひとりこの著書に限らず，「再編成期」

の後半にだされた渡辺侃のほとんどすべての論文に対しても通ずるものと考えられ

るQ

　第2の原因は、そのような研究方法と表裏の関孫にたつ研究素材の問題であって、

北大農経に転じてからも経営試験事業等への参加を通じて、現実の農業経営に素材

を求める機会があったと思われるにも拘らず、かっての「労働需要」に関する論文

のように克明な調査資料を駆使した成果は、ほとんど発表されなくなった。そして

たとえば、さきほどもふれた「労作主義と資本主義」の論文では、大正元年頃に静

こなわれた僅か23戸の農業経営調査資料を用いて幅第一次大戦後の大不況を経過
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した約20年後の昭和喚年の状況を考えようとする試みが展開されることになる。

また、経営試験事業の結果えられた成績についても、それを直ちに一般化して「摸

　　　　　　　　㈱
範的小経営の実現」とみなすという傾向が強い◎とのような研究素材に対するいさ

さか粗雑ともみられる態度の生れた原因はさだかではないが、「之を用ふるに経験

を以てせぱ大鰍ふるとこ劉勘疑い一葉からうか勧漏のは渓態蜘

悉しているという霞負である◎さきに、端緒的な発見・観察にすぎなかったものが、

r公理として観念的に固められていく」といったのはまさにこの点をさしている。

　さらに第3の原因としては、彼の経営研究のスタートがすでにそうであったよう

に、まずr総合化」から出発して「分析」に進み、再びr総合化」に至るという筋

道が、きわめて放射的・拡散的な分析に終始したという点があげら脚る。その著書

『農業経営学』の序文で、農らを評してつぎのように述べていることからもそれは

首肯できよう。「慶然科学的農業技術学があ細り論ぜられて居るし、又百科全書的

な知識が取入られて居る。読者にはそれヵ噸雑に感ぜらるることもあろうQしかし

それは私の特色と見ていただいてさしつかえない。」壊た経済原論的な詮索や、自

然科学的な基礎まで探ってその根拠を知ろうとしているため、fあまり詮紫を拡げ

すぎた誹難はあろうが、そこまでやって見なけれは気がすまぬ◎」というのであるQ

　たしかにこの旺盛・果敢な知識欲は談さに敬服に値するものである◎だが、その

ようにして集積された知識が一つの経営学の体系として、初期に構想されたような

「農業経営方式総論、農業経営方式各論、経営組織論」の形をとって、再びf総霊

化」されて示されなかったことが惜し乱れてならない。このことは、むそらく当時

の経営研究者の層の講さや、生産構造論的な問題意識の：来発達とも大いに関係して

いるのであろうが、われわれ後学にとっても心意な損失であった◎

　以上のようにみてぐると、北海道農業のr再編成期」に山ける経営研究展開の特

色として、つぎの二点をあげることができる◎

　第一に、現実にあらわれている経営問題を、生産構造論的にとりあげていくとい

う問題意識が稀薄であったために、f再編成」という深刻な課題に直面していた北

海道農業・農民の問題を、ただ単なる循環的な「繁栄と沈滞との波動」の一局面と

してしか理解しえなかった。酸た、経営概究の中心的な課題はダ農業経営の構成を

説明し其の運営を指導する」と，ころにあるが、その最重点は「農業技術を綜合して
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：方式化」することで，これなしには経営に澄ける投資も集約化も拡張も、すべて妨

げられるとみた◎つまりそこでは経営主体の経済的な性格や。その冷かれた社会経

済的な諸条件をぬきにして駕一般的な技術がきわめて抽象的に問題にされていたの

である◎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

　第二に、現実の農政動向や農業経営の実践戯上述の訪な経営研究との関連に

ついては、必ずしも明瞭な問題意識が形成されていなかったとみられるQ無論、一

般論的には、農業経済学の第一部として農業経営学を中軸に位置づけ、その限界を

補う調整的都分として、第二部に農政学を据えるという、いわば経営優位・「畠由

放任・夜警国家」的な体系化の構想がみられたことは箏実であるが、当時、独占体

制を確立して着々、植脱地・外地に多大の関心を移しつつあった臼本資本主義の国

家政策の一環として農業政策をとらえるというような問題意識はほとんど認められ

ない。また農業経営の実践との関連については、経慧試験嶺業や一部篤農家との接

触が、次第に伝播していくことを楽観的に期待するという水準にあった◎・

　これらの特色は・前の時期の歴史学派的な研究動向への批判として生れたもので

はあったが、斬新な理論構築への関心にはしるあまり、緻密な科学的実証主義を閑

却してし談っ農と紬来する暇捌餉包する柳でもあった鯉輪れる。

そしてこの「限界」は、当時の経営燐究者の暦の薄さや、その成果に対するいわれ

なき侮蔑的弓鵬気とも、決して無閣孫ではなかったと思われる◎

　だが、このような「限界」の中には今霞でも払拭されずに残されている側面が少

なくない◎たとえば、今日の北海道農業の危機的状況をもっぱら・一部の政策指導者

のミス・リードによってもたらされた一～時的・過渡的な局面としてとらえ、一一方で

はその元凶とみられるrあしき政策」に対して批判を加えつつ、他方ではその「あ

しき政策」がもたらした状況への経営的対応を説くといった二元論的な論議がいか

に多いことか◎また、それらの政策の結果として深刻な状況がもたらされて、．はじ・

めて蘭噸大髄鮒くといった膨鎚い」馳加か旧いことか・’エ・∵一

・も1繍鰺驚難聴箋蜘調味欝撒論
な関連の中から「個別経営」を抽出・遊離させて分析し、r与件対応」の方向を模

索するという特色が、ここにきわめて象徴的にあらわれているのである。
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本稿ではわれわれに身近かな先学を対象にしたが、その本旨はまさに、以上のよ

うな今日のわれわれ黛身の欠陥の根源を改めて問い直すという点にあったのである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（】．9？5齢1。12）
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　（31　伊藤俊夫編『北海道にお・ける資本と農1業』35」頁より引用◎
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　説』所収の渡辺侃ド私の学問的経歴」も参照癖

伽｝荒又操『北海道擬業の研究』脇◎頁以下（高倉新一郎r荒又操鴛の辿った道」）

　　を参照。

（22）矢島武博士定年退窟記念事業会『矢島武先生・最終講義・著作饅録・履歴』

　　を参照◎

㈱　桜井豊f農業経済学の現位置」（矢轟・桜井共編『墨業経済学の現状と展望』

　所収）16頁。
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⑳⑳㈱⑳　農業経営調査会rヒヤリング調査資料融3　農業経営研究の発達に関

　する史的研究一北海遵に勘ける農業経営研究の展開一」6～7頁より引用◎

鮒　北海道『醐拓につぐした人びと？』ga頁参照Q

㈱　北海道立総合経済研究所編『上掲書』833頁参照◎

㊨④　『札幌農：林学会報』創刊号より三期9

（3工｝　『同上誌』第52号．第53号。

（32×33×3壌）　　　『　同上　誌　』第　　5　　8　弓　ゆ
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　9輯などの掲載論文の末尾に、麟らヂ不充分で．あった」とか、

　しくなかった」といった謝辞をつゆていることからも指摘しうる。

翻　『札幌農林学会報』第125号にこの共同研究の成果が掲載されているQ

圃　ブリンクマン『農業経営経済学』（大槻訳）・附録3頁より引用。

（63｝渡辺槻「薪農業経済学」（『農業と経済』第1巻第91号所収）73頁以下を

　参照せよ。
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『同上誌』第1G3号◎

『同．上誌』第憩？号9

『同上誌』第110号9

矢鳥武編『農業経営新説』2頁より引用。

『札幌農林学会報』第103号。

『同上誌』第113号。

『同上誌』第10？号。

『同上誌』第賢3号。

　『同上誌』第129号。

r岡上誌』第圭35号。

　　　　　『法二会論叢讃第乞輯3鍵頁より引用◎

『同上誌』第2輯◎

　　『岡上誌』曇頁瀞よび3頁より引爾◎

　『同上誌』105～16頁より引用◎

このことはたとえば『法経会論叢』所収の論文に限ってみても、第5輯，第

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「掲載にふさわ



圃　渡辺侃『北海道農業経営論』168頁以下にその内容の詳しい紹介がある。

圃　この論文は渡辺侃『同上書』に収録されているΩ沁5頁以下を参照せよQ

｛6θ　渡辺侃『農業経営学』2頁より引用。

㈱｛68）矢臨武編『農業経営新説』3頁より引用。

劔　渡辺侃『農業経営学』序文より引用Q

㈲　　『札幌農林学会報』第86号。

αn　『同上誌』第110号。

㈱　三農二三『農業経営新説』2頁より引用◎

σ3｝㈹　『法二会論叢』第9輯331～333頁より引用。

閲　渡辺侃『北海道農業経営論』20頁より引用◎

㈹㈹⑱　渡辺侃『農業経営学』序文～1頁より引胴。

㈱㈹　『札幌農林学会報』第94号65頁より二二。

㈹　渡辺侃「新農業経済学」77頁より引薦。

（82｝⑬圃　伊藤俊夫『『農政学講義』……渡辺侃先生の新若」（紹介）『法経会論

　叢』第5輯184頁より引用Q

｛85｝渡辺侃『北海道農業経営論』蛤3頁以下を参照。

圃　『札幌農林学会報』第9感号68頁より三二。

㈱　この点については、農業経営試験事業の成果が提供した緻密な経営実態デー

　タへの依拠を理由にして、別の見解をとる入があるかもしれないQしかし渡辺

　侃自身がきわめて的確に指摘しているように、経営試験は、技術的試験の「場」

　を具体的な経営のなかに求めたということにすぎないのであって、その意義は

　あく譲でも経営設計という「総合化」のため．の技術的f部分贔」の提供という

　ことにとどまる◎しかし経営研究の側面から最も必要としている実態把握の主

　眼は、そのような「総合化」の大前提として必要な、経営主体にかかわるデー

　タなのであって、これについての科学的実証主義こそ「総合化」の生命である。

　　つ襲り経営試験の結果をもってしては、決して代替しえぬ経営実態調査の意

　義について熟慮する必：要；があろう。

　（詳しくは渡辺侃『北海道農業経営論』第4章を参照せよQ）
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