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輪作に関する経営研究的視点

小　林

1．　はじめに

2．輪作研究の今日的課題

3．経営研究史からみたいわゆる輪作の概念

4．輪作研究の経営研究的視点

1　はじめに

　輪作農業についての研究の歴史は古く、それは農業経営学が農学の一つの学問範

躊として地位を確立してくる頃からの重要な研究課題の一つであった。しかし輪作とい

う用語は実に古典的であるにも拘らず、現在のわが国農業に澄いて今な澄その必要

性が力説されるように息の長い重要な意味を含蓄している。於そらく農業生産が土

地利用と密接に結合してなされる限り輪作は何らかのかたちで存在意義を持ち続け

るだろうと思われる。

　一般に輪作農業の歴史はノーフォーク式輪作農業に始まるとされるが、その後の

歴史的発展経過のなかで輪作という言葉の内容も、或いは望ましいとされる輪作形

態も様々に変遷してきている。もちろん地理的空間や歴史的空間を異にすれば農業

経営をとりまく自然的条件や社会経済的条件は相違するから、輪作の内容が変化す

るのも当然といわねばならない。このような帰結として輪作の定義をめぐり各種各

様の解釈がなされているのも一面では理解できるが、それらのなかには輪作のもつ

本質的な意味を様々に歪曲したものが多く二幅れているのも事実である。ノーフォ

ーク式農業がイギリスで発生、普及し、ドイソではそれに影響されたテーアがいわ

ゆる「合理的農業」として輪栽農業の普及を積極的に奨励する過程では、輪作は社

会的農業生産力の新しい発展段階を画すると同時に、社会経済的意味に訟いても農

業経営にとってより高い収益性を実現するものとして評価されていた。ところが同

じ輪作の理解でもヘディーのように単なる作付順序（作り替り）を輪作と呼ぶ場含

にはそれのもつ本質的な意味を相当逸脱しているといわざるをえないのである。と

一1一



もかく輪作の理解は画一的ではなく、かなり混乱して海り、最近の農業関係者のな

かには輪作の問題を全く等閑視するむきもかなり多く見受けられる。最近わが国で

も特に畑作農業を中心に一時停滞的であった輪作の議論が再燃しつつあるが、こう

した動向のなかで農業経営研究に診ける輪作研究の意義やその研究視点について考

察することはそれなりに重要な意義をもつものと思われる。

　転た本稿のテーマを設定するに際してはもう一つ具体的な理由がある。昨年北海

道の主要畑作地帯を対象に実施した輪作に関する畑作実態調査の調査結果を取り纏

める毅階でいくつかの疑問が発生し、著者はあらためて輪作研究の基本的な研究視

点を明確にする必要に迫られたのである。それらの具体的な疑問点とは主として、

ω数多くの農家に存在する無数の作付方式からいかなる基準で輪作方式を区別する

のか、（2）輪作方式とはいかなる方式をいうのか、さらに敷街すれば（3）輪作研究の意

義とは、そのための研究視角がどうあればよいのか、………の如きであった。この

ようないくつかの現実的な疑問点に対してこれを解明する端緒を見出すことは、同

時にそのまま輪作研究の今日的課題を明らかにしてその研究視点や研究方法を把握

することにもなるであろう。こうした問題意識にそってまず輪作研究の今日的課題

について検討し、次いで従来の経営研究史に低いてそれがどのように理解され、位

置づけられていたかをふり返りながら輪作研究に懸ける経営研究的視点について考

察を試みることにする。

　な澄、輪作と輪栽の二つの用語は元来、語源的には同義と考えられるから本稿で

はこれらを区別して扱うことはしない。

2　輪作研究の今日的課題

　農業経営は経営条件が相違すれば当然その態様も変化するように、輪作も経営条

件が異なればその形態を異にすると考えられる。経営内的・外的諸条件は歴史的発

展段階を異にする経営問や地域問ではもちろん同一ではなく、かつてノーフォーク

式農法を導入しようとしたドイソやアメリカでそれがそのままの形態では普及せず、

う余曲折を経て様々な作付方式が錯綜して現実の輪作農業が形成されていることは
　　　　　（1）　　　　（2）
ブリンクマンやグラース等々、多くの研究者に：より既に明らかにされている点であ

る。即ち、経営条件や歴史的発展段階が相違する場含には生産力水準を決定づける
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技術構造の構成要索である生産力諸要素の性格も当然変化するから、輪作自体もそ

の形態や性格を変貌させると考えられる。つまり、輪作それ自身が社会経済的動向

のうちで絶えず発展・推移して澄り、農業の発展・分化の段階に応じてその性格も

相違してくることが確認されねばならない。だから輪作研究でまず重要なの越農業

経営或いは農業そのものを歴史的発展’分化を経た経営条件との関連で把握するこ

とであろう。もっと具体的には経営研究的視点から輪作研究の今露的課題を考える

場合には、現在の農業或いは農業経営が歴史的に辿った発展経過やその性格、現在

直面している諸問題、そしてそこで輪作が問題にされる理由などを明確にして澄く

ことが重要になるのである。

　また、輪作が経営問題として大きく扱われるのは商晶経済が浸透してくる過程か

らであって、少くとも自給自足経済体制下では今日のようなかたちで問題にされる

ことはなかったのである。だから輪作は同時に高度に発達した商品化経済との関連

でその役割を問われねばならない。

　ところで農i業経営の経営目標はその経営の性格によってもちろん相違するが、一

般には資本家的農業経営を取り上げて純収益や差額地代により表現される場合が多

い。いずれにせよ農業経営の目標はもっぱら収益性概念をもって表わされているが、

ここで問題なのは収益性概念が生産力概念に基礎づけられたものであるかどうかで

ある。収益性は価格と生産力水準の二つの条件によって決定されるから現実の農業

問題として農業生産力は低下しても経営の収益性が上昇する例を想像するのは容易

であるが、このようないわば退行的農業経営の発展ではなく、生産力発展に体系づ

けられた上向的農業経営の発展或いは農業の発展であるかどうかが重要な問題とな

る。価格を媒介にして結節する生産力と収益性とは同次元的位相で扱われるべきで

はないが、生産力発展に裏付けられた収益性の実現こそ真の農業経営の目標の実現

であり、社会的な農業発展の途といわねばならない。そこで輪作研究に於いてはよ

り高い経営目標を可能にする基礎的条件として生産力範購からそれを把握すること

が糞要であり、再生産過程に於ける永続的な生産力発展を旛向する手段として輪作

を問題にせねばならぬが社会の生産力は個別経営の収益性追求を横粁として発展す

るから結：果的にはこれが単に私経済的側面からばかりでなく、社会的農業生産力の

発展にも連繋するのである。輪作研究の今日的課題も当然ここに認められなければ
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ならない。従来の経営理論では最大の収益点の実現こそ経営の最高命題とされ、　「

そのような最大の収益点からさらに経営を発展させていくためにはどうしなければ

ならないのか、前提されている与件自体を変化させながら経営を展開させていくに

はどのような方向があるか、といった現実的な課題を直接的にとりあげえない状態
（3）　、

」にあったのであるが、こうした経営理論を飛躍⑲発展させるためにも生産力概念

は重要な鍵を握るものと思われる。

　以上のように輪作研究の重要な視点として生産力視点を提示して澄きたい。

3　経営研究史からみたいわゆる輪作の概念

　次に、経営研究に澄ける先達が従来の歴史的研究過程のなかで輪作研究をどのよ

うに捉えて位置づけてきたかをその研究視点の潮流として整理しながら今日的意義

を確認し、その研究視角訟よび研究方法について考察を試みる。特にここでは輪作

は単なる私経済的観点からのみならず、広く社会的観点から農i業部門に鉛ける生産

力発展の一方向を示唆するものであって、単に作付方式の問題としてではな

く経営方式或いは農法範疇からそのあり方が検討されねばならぬと考える立場に立

脚して、特に生産力視点に重点を置きながらその学的展開をふり返る。

　輪作という爾語の解釈は農業経営学では必ずしも統一されては澄らず多様である。

そこで従来の基本的概念をごく大まかに整理すれば概略次の4つに分類できるであ

ろう。即ち、（1）輪作を禾穀作物（Haユ遭fr冠ch七θ）と茎葉作物（Bla馳f澱chte）

との交替作として捉える場合、（2）輪作を各種の作物の規劉的な循環式耕種法として

捉える場合、（＄）輪作を作付順序と同意義に、単なる作り替りとして捉える場合、（4）

輪作を農法的観点から歴史的範躊概念として捉えて最高の発展段階を示す農業経営

様式とする場合。以下、これら4つの観点が経営研究にとっていかなる特徴を有す

るかを考察してみたい。な澄、この分類は必ずしも絶対的なものではないが従来の

輪作研究史の整理をそれほど逸脱してはいない筈である。

（1）輪作を禾穀作物と茎葉作物との交替作として捉える適意

　このような概念把握は一般的にはドイソ農業経営学に特徴的であり、A・テーア

以来、チューネン、ブリンクマン、ブローム、アンドレーのごとき一連の系譜を通

じて共通的に確認できるが、しかし概略では輪作の定義は共通であるとみなしえて
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も、その歴史的研究過程で輪作の意昧内容や位置づけは微妙に変化してきている。

そこでここではドイツ農業経営学の系譜を代表すると考えられるこのδ入の論理体

系について分析を試みる。

1）アルブレヒト。テーア（AユbreCht　DanieユThaer）

　テーアはイギリス農業、とりわけノーフォーク農法（翼Orfo■k：hU8わanαry’）に

関してヤング（Young）やその他の学者から強い影響を受け、またツェレに澄ける

自分自身での実験を通じていわゆる合理的農業詔輪栽式農法（　Fruch七wech－

　8eユwiγtSChaft　　　）を推押する。テーアの輪栽式農法の主張に関して

は一般に輪栽式大経営の絶対的有利性論を唱えるものとして評価される（これには
　　　　　（4）
異論もある）が、これにはその頃の時代背景が大きく影響していると思われる。当

時のドイツ農業の実情は旧い社会構造をもった半封建的な農業が支配的で、多くの

農工は領主の賦役労働に苦しめられ、封建的な土地制度のもとで当時支配的であっ

た三門式農法により強い土地利用規制を受けながら農業生産に従事していたのであ

り、結果的にそのような状勢下では農業は低い生産力水準に停滞していたのであ

った。テーアが積極的に輪栽式農法を推照したのはこうした当時のドイツの農業事情

の影響の反映であって、合理的農業実現のために旧い社会構造の変革の要求
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5｝
として身’分的隷属からの農民身分の解放や土地制度の改革を提示しているのもこの

ような理由からである。

　ところで、テーアは農業経営に於ける私経済的目標を「持続的最高の収益（

Gewina）」として掲げ、それを実現する技術的手毅として輪栽式農法を評価した

が、岡時に上記のごとくこれを通じて社会経済的課題の実現をも意図して

いたのである。テーアは『合理的農業の原理』のなかで輪作式農業を規定して、輪

栽式農業とは「穀物を決して連作しない、又その栽培面積を常に全耕地の半分に留
　　　　　　　　　　　（7）
めるに従うところの経営」であると述べている。しかし岩片志雄，相川哲夫の両氏
　　　　　（8）
も指摘されるように、この輪作式農業が単なる作付方式或いは休閑作物の導入とし

て技術的側面からのみ理解され、農法体系として捉えられなかったのが問題なので

あり、テーア自身もこのような理解の一面性を批判している。いずれにせよテーア

は単なる作付方式または休閑作物の導入としてのみ輪栽式（Fruchtwechselsアs－

tθ磁）を提唱したのではなく、それを輪栽農法として導入し、科学的・合理的農業
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を最高命題とする農業経営を通じて農業の生産力発展を実現して私経済的には持続

的最高の収益または純収益をもたらし、社会的には半封建制社会に論ける低い農業

生産力水準を高揚させることを邑的としたのである。デーアが「『ドイソでの英国
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（9）
方式の父』と称され、ドイソ農業革命の主要内容をさす」とされるのはこのような

事情からであろう。即ち、テーアの輪作理論には単なる作付方式ではなく、歴史的

役割の担い手たる農法範躊の生産力概念が明確に貫かれているのである。またテー

アの使用する収益という用語は純収益や地代（prod．uit　ne’む）、或いは地代プラ

ス利潤（rθiner　W’irtsc］㎏aft－Ertrag）をもって内容とする二つの場合があり

収益概念の把握は複雑であるが、畢面これらは収益性概念として把握できる点では

同一であって、結局テーアの輪作理論は論理的に整序されたかたちではないにしても、

生産力概念に立脚した収益性理論によって展開されていると考えられる。

2）チューネン（」・H・von　Th蝕en）

　チニーネン理論はしばしばテーアの輪栽式大経営絶対有利性論と対比されて「経

営方式の相対的有利性の法則」と評価されるが基本的には両者の思考方法は類似し

て料り、方法論的な共通性を有しているとみなされる。両者の活躍した当時の社会

構造はほとんど画一的であり、チューネンもテーアと同じく自分の経営するテロー

農場での経験をもとに、その著書『孤立国』の基礎的な理論構築を行なったのであ

る。たとえば相川氏によればチューネンの理論的基礎はテーアの価値認識論と同じ

く、現実のse並的概念とは異った極限的、　SOIIen的状態に固定されたものであ
（1①

るとされている。また、チューネン理論は一般には農業経営組織理論として把握さ

れているが、その経営組織（方式）立地理論に揃いてそれぞれの経営方式の立置配

置を決定するのは地代篇土地純収益である。　『孤立国』では各経営の土地面積規模

も地力（恥duer茄ogen）も一定であり、土地純収益は生産物価格（穀物価格篇ラ

イ麦価格）と土地生産性（平均強力）によって決まると述べられているが、最終

的にはこの土地純収益は収益性概念とみなされる。チューネンはまた、肥力（

Reich七u通）により規定される土地生産性には触れてはいるものの労働生産力に関

しては論述して於らず、この意味で生産力概念の不完全性が指摘されねばならない。

　チューネンは輪栽式農業（Fruchtwechselwirtsc淑aft）について「輪栽式農

業に与えられた定義に従えば穀類及び茎葉作物の単なる交替は決して輪栽式農業で
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はなく、穀類と茎葉作物との交替に純粋休閑耕の廃棄が結びつくときはじめて農業
　　　　　　　　　q玉｝
はこの名称を受ける」と規定し、その経営方式の特徴を三下式農業や下草農業とは

明確に区別している。しかしチューネン理論はやはり静態論であり、歴史的段階規

定に知いて輪栽式農業を位置づけているとはいえず、江島一浩氏も指摘して澄ら

れるように収益性範躊と不十分な生産力範躊との混濡理論によって体系化されてい
　　　　　　　　　　α鋤
るのが『孤立国』の理論であって、その輪作理論もこれと同様に捉えられねばなる

寮い。

3）ブリンクマン（7h’Brink：通aan）

　ブリンクマンは伝統的なドイツ農業経営学を継承してそれを科学的学問水準に高

揚させたと評価されるが、そこにおける輪作概念はどのようであったであろうか。

ブリンクマンの『農業経営経済学』は一般に農業経営組織論の展開であるとされる

が、そこでは多様な農業経営形態の内容を集約度論と経営方式論を幣いて論理化し、

経営方式の定量的側面である集約度論理をふ噛えながら生産部門や経営部門の組織

化に関する経営方式論を展開している。ブリンクマンは同書に言いて農i業経営の目

標を「持続的最高の私経済的純収益（湿土地純収益）」と措定し、それが実現する
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑬
のは収益増加漸減の法則に基づく限界く粗〉収益と限界経営費とが一致する点であ

るとしている。この収益増加漸減の法則は集約度論とも直接結びつく基本法則であ

り、ブリンクマン理論の基礎となる重要な概念である。しかしこの法則も価格をぬ

きにしては成立せず、一般にブリンクマンの理論は価格体系を挺子とする収益概念

が貰徹していると考えるのが妥当であろう。また、『農業経営方式の原理』や『ド

イツ畑作の作付順序像』では実際に経営方式や作付方式の分類を実施しているが、

そこには生産力的観点での歴史的下階規定は欠落して於り、ブリソクマンには全般

的に生産力概念が欠けていると考えられる。江島氏はブリンクマンには生産力範晦
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（重の
の介在が金くみられないと理解して次の理由をあげて澄られる。生産力認識につき

まとう収益増加漸減の法則の問題性、技術進歩に関する定性的理念の欠如、規模拡

大ないし規模論の欠落、集約度概念の論理矛盾。

　ところでブリンクマンが輪作に関して論述しているのは次のようである。　『農業

経営方式の原理』のなかで農業経営の多面性への強制（統合力）として6つを掲げ、

輪作の原理を取り上げている。輪作の原理とは輪作を土地利用共同（Bodennut一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一7一



　　z艮nge－gemein8chaft　　　）から捉えるもので、その地力均衡維持的側面

からブリンクマンは畑作物を3つに分類して輪作を「三群の作物を交替的に栽培す

ること、即ち禾穀作物（Ha撫f頭Chtθ）と禾穀作物以外の作物㊤■a七tf戴ch越
　　　　　　　　　　（15｝
との交替にほかならぬ」と定義している。また、同書に曳いて土地利用からみた農

業経営方式を5っに分類して輪作式経営に触れ、次いで『ドイツ畑作の作付

順序像』でも作付順序型式を9分類してそのなかに輪栽式農法を配列している。し

かし同書で自らも述べているようにブリンクマンの作付順序論は単なる農業地理学

的段階に留まって採り、経営方式の史的展開や生産力概念は全く捨象されているの

である。結局ブリンクマンの輪作概念は自らの農業経営学の学的体系がそうである

ように生産力概念を捨象した収益性概念と農業地理学的な農業経営組織（方式）論

として展開されているのである。

4）アンドレ・一（：Brend　And．reae）

　アンドレーはブロームとともにブリンクマンの理論を継承して、特に作付順序論

を中心に理論を深化させた。とりわけ『農耕経営学』ではブリンクマンが『順序像

』で展開した農業地理学的作付順序論をさらに発展精緻化して、穀草農法澄よび輪

圃農法の組織形態に関する研究を進展させた。

　アンドレーは輪圃農法を四輪圃農法・三輪圃農法、輪栽農法（二輪圃農法；

Fruch七wechse■wirtschaft）、超輪栽農法に4分類して輪栽農法を説明してい

るが、ここでは輪栽式を茎葉作物と稔実作物の交替作と捉えてその比がほぼ1：1

であるような場合をもって表現している。この輪作の理解はブリンクマンとほとん

ど同一一にみなすことができるQ

　ところでアンドレーは農耕の課題を「可及的に高い労働所得診よび資本所得の保
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1㊧
証、そのための所得源泉の持続性に必要な土地の豊沃度の培養・助長」であるとし、

それを充足する最適な経営組織や土地利用方法を採用する重要性を説明して作付順

序型式を問題にしている。しかしアンドレー理論の基本的認識として存在するのは

ブリンクマンを踏襲した系統的な集約度理論と収益性概念であり、生産力概念は全

く未展開の護寮である。超輪栽農法を生物学的・栽培技術的に最：も有利な作付順序

として述べているが、これとて生産力的な意味での農法の発展段階規定を表わすも

のではない。結局アンドレーの輪作概念は集約度理論に基礎づけられる収益性概念
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に包摂され、生産力的視点を欠落させているといわねばならない。

5）ブP一ム（G・Bユoh魚）

　ブロームはアンドレーらとともに：ブリンクマンの理論を継承し、発展させたが、

特に集約度理論に新しい展開をみせた。ブロームはドイツ農業をとり覗く経済条件

の変動、とりわけ労働力の不足やそれに伴う農業労賃の高騰に起因されて農業生産

の収益性が低下傾向を示す近年の農業事情をふまえて、経営単純化や機械化による
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　働
粗放組織、集約管理に基づいた経営経済的原理の貫徹を強調した。そして集約

度を組織集約度（Orgaaisationintens重tat）と管理集約度（Bew乱rtscha－

ftungs加tensit翫）の二つに区別し、また経営の収益目標を純収益とするより

純利得（αewinn，嵩投下資本利子十家族労働収入）として把握することを提唱し

た。この場合ブリンクマンと同様に収益増加漸減の法則を基礎概念とする集約度理

論は結局、純利得を問題にする収益中概念であり、やはリブロームの理論体系は収

益性範躊とみなされる。また経営要素として重要性を持つに至った労働力要素に対

応して純利得を追求するために生産技術的に土地生産：性指向から労働生産性指向へ移

行する必要性を説いているが、しかしこれも畢寛価格体系を基軸にしたもので基本

的な生産力概念にはなりえていない。すなわちブロームの農業経営理論も集約度理

論に体系づけられた収益性範躊であって生産力範瞬が欠落しているのである。

　ところでブロームの輪作の理解はブリンクマンやアンドレーとほとんど同義で、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　q8｝
禾穀類と茎葉類との交替作をもって定義しているが作付順序分類のための作物分類

は少し細分化されていて、農業生産の進展に耀いて輪作の性格も微妙に変遷してい

ることを具体的に表現している。またブロームは全ドイツの作付順序を5つに分類

してその中で輪栽式に地位を与え、さらにそれを4つに饗しているが、しかしここ

での輪作概念も結局はブロームの理論的体系の欠陥・不充分性を如実に表現するも

のに他ならない。

（2）輪作を各種の作物の規則的な循環式耕種法として捉える場合

　このような理解に立脚する人々の代表的な存在としてアメリカ農業経営学ではホ

ルムズやライティ、そしてわが国では沢村東平氏などを指摘できよう。アメリカに

おける輪作（rotation）の研究は作付方式研究のほとんどがこれに向けられてき
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たといってよく、輪作の有利性を確認するとともに各種の作物の組合せによる含理

的な作付順序方式の検討が近代経済学的分析手法を用いてなされている。沢村氏も
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛19｝
こうした分析手法を踏襲しながら研究して齢られるが、ここではホルムズと沢村氏

の二入に限定して考察することにする。

1）ホルムズ（C・L・HOlmes）

　ホルムズはアメリカ農業経営学の諸学派のなかでウィスコンシン・グループの系
　　｛20｝

譜に属し、イリーやテーラーの理論を受けて発展させ、次世代のヘディーやジョン

ソンに大きな影響を及ぼした。ホルムズはわが国の農i業経済学者から好評を博した

というその著書『農場の組織と管理の経済学』で、アメリカ農業経営学に特徴的な

経営管理論を農開して、第二次大戦以降本格的に発展する定量的分析理論への理論

的基礎を借定した。ホルムズの展開した農場組織論や農場管理論は価格理論と密接

に関連して知り、経営目標＝「最大の純収益」実現のために系統的に論理化された

ものでその理論的背景には報酬逓減の法則（馳eユaw　Of　diminis鷹ng－

retums）、即ち限界理論が基礎づけられている。また農場生産の生産力的側面へ

の論及は全くみられず、全体は価格体系を横柱として構築されている。

　ホルムズは輪作を定義して「輪作組織とは数年にわたって継続する規則的な過程

であり、選ばれた数種の作物のほぼ同一面積が年々栽培され、圃場から圃場へ移転

され、各圃場が輪作周期内には少くとも一回は所定の作物によって占められるごと
　　　＠1｝

きもの」と述べている。そして輪作の重要な機能として地力維持に着自し、輪作の

なかにとうもろこしや馬鈴薯などの中耕作物やまめ科植物のような土作り作物を導

入する必要性を説くと同時に、経営に養畜部門を導入して部門間均衡をはかる重要

性を論じているが、こうした部分はテーラーの有畜経営論の影響が伺える部分でも

ある。ところでホルムズのこのような輪作概念には当時の歴史的な農業事情が大き

く反映していると思われる。グラースはアメリカ農法の発展段階を大枠として自然

式農業（natura■husわandry）→科学的輪作（scie航ific　rOtatiO漁in

crQPs）→専門化集約方式（sPe磁aUzed　in℃ensive　sγstem）と規定してい
⑳
る。一応このシェーマに従えば、ホルムズの活躍した20世紀初期のアメリカ農業

は科学的輪作に該当する段階である。しかしこの科学的輪作はあくまで理念的であ

り、農業の実践の場では依然として自然式農業による掠奪的農法から十分な脱却を
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とげていなかった。このような当時の農業事情がホルムズの輪作理論にも影響を与

えていたと考えられる。しかしその輪作概念は限界理論を基礎とする収益性概念に

依拠するものであって、作付方式の歴史的規定性に触れられて診らず、生産力概念

は未展開のままといわねばなるまい。

2）沢村東平

　沢村氏は『水田農業の作付方式に関する研究』でわが国の水田農業に診ける生産

力発展の経過と生産力増大の可能性を問題にして、その最適なる作付方式を識別す

る目的で産出量関連の分析を試みられ、雀た「多毛作」の観点からブリンクマンの

分類法を参考にしてわが国の水田農業の作付方式の分類を実施されている。また輪

作を「広義の輪作は作付方式と一致し、狭義の輪作は作付方式のなかの『特定のも
　　　　　㈱
の』を指す」と定義され、輪作を経営方式（BOαennu協u．ngssγste皿）診よび作

付方式（croppingsyste皿）の問題として捉えてこれを土地の「多面利用（地力

利用、面積的利用、時三年利用）」の観点から研究して齢られる。産出量関連の分

析では稀少資源としての土地に着目して等量土地分析（iso一■and　an飢γsis）

を利用しながら作物糊互間の補含・補完・競合関係を明らかにし、とりわけ輪作に

重要な意味をもつ補完関係の分析を試みられた。そこでは全国各地域の農業試験場

などの実験データを参考にしながら研究がなされているが、しかしもっぱら土地生

産性と収益性（粗収益、生産費爾など）とが比較の基準にされて診り、わずかに労

働時間の問題も取り上げられてはいるものの、沢村氏のいわれる水田の生産力が意

図された経営方式論を通じて充分な生産力理論として展開されているとはいい難い。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2の
また生産力と生産関係が具体的に交錯する個別経営の「場」で問題にされる輪作は

生産力と生産関係との紐帯に於いて把握されねばならない。つまり輪作は経営条件

との関わりで具体的な労働過程のなかで分析されねばならぬが、この意味で沢村氏

の輪作理論は生産関係を全く捨象しているのである。また作付方式、とりわけ輪作

の歴史的規定性にも触れられては鉛らず、結局沢村氏の輪作研究では生産力を直接の

研究対象にしながらも、生産力範躊として充分に体系化されてはいないのである。

（3＞輪作を作付方式と同意義に単なる作り替りとして捉える場含

　このような理解に立脚する代表的な存在としてヘディーをあげることができる。
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1）ヘディー（E・O・Headyう

　ヘディーはアメリカ農業経営学ではホルムズと同様にウィスコンシン・グループ

の系譜礪二二三二伝細諜騨学の殻を打ち破。て鰻させたと託

れ、生産関数論など広範囲にわた6て多くの業績をあげている。ヘディーは農業経

営学を「農業経営学一個別経営に訟ける限られた資源の配分について考察する経済
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈱
学の分野としての一は選択と意思決定に関する学問であ司と定義しているが、和泉

庫四郎氏も指摘されているように「農業経営に関する意思決定とは、………，要す

るに、経営計画作成にまつわるいろいろなブ溢セスを選択して、それらを実行に移
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑳
して経営を管理していぐことに外ならない」のであの、このように考えればヘディ

ーの農業経営学もやはり伝統的経営学と同様に経営管理論を軸にしていると考えざ

るをえない。その素点、限界理論が論理的基礎として二三され、それが価格体系を

媒介にして定量的理論の深化に寄与しているのである。つまりヘディーの場合もホ

ルムズと同様に生産力的側面からの論理展開はみられず、もっぱら価格を二子とす

る収益性概念の展開となっているのである◎

　またヘディーの輪作概念は作付方式と輪作とを同意義に解釈している点で非常に

特徴的である。たとえば著書『輪作澄よび±地利用に関する経済学』で使用してい

る「とうもろこし連続輪作（con℃加uOus　cOrn　rO七a℃ion）！の表現などはこれ

を適格に表現する部分であって、輪作を単なる作わ替り或いは作付順序と同義的に

把握していることを如実に物語っている。ヘディーのこのような輪作の理解の背景

には当時のアメリカの農業事情が大きく影響していると考えられる。前述したよう

にグラースはアメリカ農法の発展段階を概略三つに区分したが、この区分の妥当性は

別に問うことにして一応グラースの見解に従えば1940年以降は専門化集約方式

の段階に達しており、ヘディーの活躍するのもまさにこの時期に相応する。この専

門化集約方式の農法三階は動力機械化～貫体系が完成して化学肥料の投下が飛躍的

に増大し、品種改良、薬剤防除、薬剤除箪などの諸技術が著しい進歩をとげる時期

で、こうした技術革新に惹起されて経営内では作物の単純化が進展して連作が高い

割合を占めるに至り、まさに作付方式や輪作原理からの解放、自由式段階への移

行という錯覚さえ感じさせるのである。このような歴史的状況が反映してヘ

ディーのごとき、いわば偏向的輪作概念が生まれるに至ったのであろう。な診、へ
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ディーは土地生産性については少々触れてはいるものの騨労働生産性に関する論及

はみられず、生産力的観点からみた作付方式の歴史的規定性についても全く触れて

いない。いずれにせよヘディーの輪作理論は価格を軸とした限界理論に立脚する収

益性厩立そのものであって、生産力虚血からそれを充分に体系化しているとはみな

しえない。

（4）輪作を農法的観点から歴史的範躊概念として捉えた最高の発展段階を示す農業経

　営様式とする場合

　この見解に立脚するのは加用信廃虚を中心とする農法研究者グループに特徴的で

ある。桜井豊氏の輪作概念も大旨この分類に属すると考えられる。桜井氏は輪作を

「耕作の自由という制度的な問題から入って、歴史的な使命を担った特別な経営方
　　　　　　　　　　｛29
式に限って輪作と呼ぶ」と定義され、　『水田輪作農業に関する研究』では具体的な

農家事例にまで及んで分析されている。しかしここでは紙数の都合もあり詳細は割

愛し、直接には加用農法論を対象にして考察を加えることにする。

1）加用農法論

　農法という用語の理解は必ずしも統一的ではないが、加幣氏はそれを「主として

生産力＝技術的視点からみた農業の生産様式、換言すれば農業経営様式または農耕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（30｝
方式の発展段階を示す歴史的な範躊概念」と規定されている。加用氏は「農法の近

代化の概念装置としての農法」を念頭に即いて、西欧農法展開の理論が日本農法近

代化の把握にどれだけの有効性をもつかという観点から西欧農法、とりわけイギリ

スの農法展開の研究に取り組み、同時に比較農法史的な日本農法の把握をして於ら

れる。こうした研究を通じて西欧農法の発展過程を三圃式農法→輪換式（穀草式）

農法→輪栽式農法と搭定したり、鼠本農法を主穀式農法聯一圃式農法と規定したり、

その他、多くの研究成果を生み出して於られる。加用農法論では輪作は一つの農法

毅階を画する輪栽式農法として理解され、歴史的範躊に癒いて最高の発展段階に位

置づけられていて、生産力的視点から輪作農法の技術的構造が細かく研究されてい

る。従来の農業経営研究では農法論的観点からの研究が脆弱であったために農法論

はその特異的な観点から経営研究に接近を試みるものとして、近年その学的展開が

注目されてきている。しかしこの農法論に対してもいくつかの疑問が派生する。こ
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こでは農法論全般にわたって論及するつもりは毛頭ないから輪作を扱ううえで関連

する最も本質的な問題にのみ限定して取り上げることにする。まず第一には、現実

の農業経営に澄いて発現する経営問題に農法論はいかに対処しようとするのかとい

う疑問である。従前の農法論研究は現実の経営問題に直接対応するよりむしろ農法

の歴史的研究を媒介にした、いわば間接的な接近をはかっていたと考えられる。し

かし重要なのは農法論的な研究視点をふまえて実際の経営問題に：対処すると同時に

農業経営の発展の方向を模索することであって、そのためにも農業経鴬の「場」に

即して経営発展の阻害条件や、とられようとする展開方向を検討しなければな

らなし～何故ならこうした過程を重ねてのみ真の農法近代化の途が探索できると思

われるからであって、輪作の問題を考察する場合にもまさしくこのような研究視点

が確認されねばならぬからであるQ

　第二の疑問として江島氏はブリンクマンの農業経営組織理論の確立に伴う歴史的
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（31）
規定性と生産力範疇の捨象こそが農法論形成の理論的契機になったと指摘して、あ

たかも生産力範躊概念が農法論独自のものであるように述べておられるが、果して

生産力概念は農法論のみに帰属するものかどうかである。そもそも生産力概念は農

業経営研究に欠くべからざる概念であり、生産力と生産関係の相互交渉のメカニズ

ムを解明することこそ農業経営研究の重要な課題である筈であって、収益性概念を扱

うにしても基本的には生産力概念に体系化されたものでなければならぬと考えられ

る。だから既に述べたように、輪作研究の経営研究的視点としては生産力視点が重

要になるのである。江島氏は農業経営組織論と農法との関連を体系的に整理してお
　　　⑳
られるが、このうちのいくつかの部分についても同様な観点から疑問を抱かざるを

えないのである。しかしここではそれに触れる充分な余裕はないので省略する。

　以上、本章では紙幅を割いて経営研究史のなかで輪作概念がどのように位置づけ

られ、理解されてきたかを、輪作研究にとって最も本質的な慨究視角であると思わ

れる生産力視点に重点を置きながら大きな4つの流れに沿って考察した。その結果

人々により捉え方は必ずしも画一的ではなく、最も対照的にはテーアとヘディーの

両者問に相違が見られたが、テーアが輪作を半封建的社会体制下で低い生産力水準

に停滞しているドイソ農業の近代化の軸として生産力的視点から把握したのに対し

てヘディーは単なる作り替りを輪作と捉え、生産力概念を欠落させていたのであっ
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た。しかしながら生産力概念が貫徹していないと判断されるのは何もヘディーばか

りではなく、ほとんどの入々にあってその脆弱性が指摘できるのであるがその所以

は従来の経営理論が余りに個別経営的な収益性範躊内での理論構築に終始していた

ためと考えられる。しかしそのなかで戦後わが国で誕生した農法論は従来の農業経

営学には欠落することの多かった生産力範躊の理論を学究的課題としてその体系化

をはかっている点で注目されてよい分野であろう。もちろん本章4）で論述したよ

うに、まだ解決されねばならぬ論点を多く含んではいるが農法論の特異的な研究視

角は経営研究にとっても重要な役割を果たすと考えられる。こうした農法的観点か

ら輪作研究を論ずるならば次のような重要性が明記されねばならない。つまり輪作

は単なる作付方式の問題として扱われるのではなく、農業生産力を問題にする歴史

的範疇で理解されねばならぬこと、即ち「現在の農業が歴史的経過を経ていかなる

毅階に到達しているのか」、「現在、輪作はいかなるかたちで問題にされている

のか」、また「輪作は今後の農業の発展方向を提示する～方式たりうるか」などの

諸点から輪作は広く、農法として把握されねばならぬのである。

　以上のごとき経営研究史からみた輪作概念の考察をふまえて、次章では改めてそ

の経営研究的視点について整理することにする。

4　輪作研究の経営研究的視点

　農業経営研究にとって直接の研究対象は農業経営の場で具体的に発生する経営問

題であり、その場合基礎認識とされねばならぬのはやはり「生産力と生産関係が具

体的に交錯している個別経営の『場』に立脚してその交錯の実相を捉えようとする
　　　　㈹
問題視角」であろう。つまり農業経営を生産力と生産関係の交錯する場面で捉える

ことは農業経営に診ける労働過程を問題にすることに他ならず、現実の経営問題の

諸相は、より具体的な労働過程の分析を通じて解明されねばならない。労働過程は

生産力諸要素の結含であり、生産力と生産関係が相互規定しあう場であって、ここ

においてのみ生産力は自己を発現しうる。いずれにせよ農業経営研究では農業経営

の「場」で生産力と生産関孫の紐帯として存立する労働過程のあり方が、より具体

的に解明されねばならない。

　先に、2で農業経営に澄いては私経済的側面と社会経済的側面の双：方から生産力
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概念に体系化された収益性が問題にされねばならぬことを述べ、輪作研究の重要な

視点として生産力視点を指摘したが、輪作はまた農業生産力展開を担う可能性を有

するものとして経営問題のなかに包摂されねばならない。ところで生産力は生産関

係との相互規定によって労働過程のなかに自己を実現するのであるが生産関係自体

は直接、生産力を制約する条件とはなりえず、必ずある中間項を通じてのみこれを

規制する。生産力発現の場は何よりも労働過程であり、生産関係はこの過程に規定
　　　　　　　　　　　　¢4）
を一与えるだけのものである。御園喜博氏は生産力と生産関係とが相互交渉するため

の中間項として抽象的な生産関係の具体的内容を示す生産構造と、生産力の運動を

具体的に規制する労働過程の技術的あり方の二つを提起して訟られる。そして労働

過程の社会経済的あり方、知よび生産の社会経済的な全構造であり生産：構造に規制

される労働過程の技術的あり方、の相互規制の具体的メカニズムを明らかにするこ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G5）
とにより労働過程に鉛ける生産力把握がなされねばならないとされている。この生

産力の考え方は生産力と生産関係の間に中間項を設定したことで生産力研究の水準

を進展させたが、この点で注目されてよい研究視点である。

　以上のような生産力理論をふまえながら輪作を問題にするならば、輪作研究では個別経

営に診ける労働過程の技術的あわ方が労働過程の社会経済的あり方である生産構造との

関連で明確にされねばならない。ここに鉛ける労働過程の技術的あり方とは生産諸力（労働力、

労働手段、労働対象）が技術的にいかなる構造をもち、いかなる形態で発展・推移

して生産力を発現させているかということである。もっと具体的には輪作研究とは

経営方式或いは作付方式を構成する生産力諸要素がいかなる技術構造をもって結節

し、機能しているかを経営条件との関達で明らかにすることであり、技術構造の機

能した結果が即ち、生産力の発現に他ならない。輪作を農法論的な歴史的範疇概念

を含めて歴史的性格を担う特別な経営方式と理解するならば、輪作研究の生産力視

点とは次のように表現できるであろう。現実の農業経営に語ける経営方式を歴史的

発展経過のなかで位置づけ、そこに置ける生産諸要素（土地、労働力、作物、家畜、

機械、肥料、農薬、等々）が再生産の場でいかに結合して機能しているかを特に土

地利用をめぐる技術構造とのかかわりで萌らかに：し、それを経営条件（労働力・機

械利用をめぐる経営間の結びつき、農協や農政とのかかわり、等々）との関連に海

いて分析して、そこでの生産力水準が私経済的な経営葭標を実現すると同時に社会
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的な農業生産力を安定かつ発展的に支持するものであるかどうかを吟味することで

ある。これは農業経営組織論の具体的内容を示唆するものであって、結局、生産力

視点による農業経営研究とは農業経営組織論的研究を意味するものと考えられる。

よって輪作研究に澄いてはまず重点的に農業経営組織論的な接近が試みられなけれ

ばなるまい。

　終りにあたって、本稿では輪作研究に診ける生産力視点の重要性を述べ、実際に

3では従来の農業経営研究でその視点がどのように扱われてきたかを代表的な入々

を抽出して検討した。しかし著者の現在の研究水準ではこれらすべての研究者の農

業経営学の学的体系を網羅することは困難であり、なかにはいくつかの誤謬や独断

的な解釈が含まれている可能性もある。このような点に関しては読者諸氏からの厳

しい御批判や御教示を期待する次第である。

　　注

（1）　ブリンクマン『ドイツ畑作の作付順序像』　（熊代幸雄訳）参照

（2）グラース『アメリカ農業史』　（三橋・本岡訳）参照

（3）七戸長生『農業機械化の動態過程』：P76より引用

（4）岩片磯回「合理的農業の理論構造」　（『農業経済研究』第27巻第3号所収）

　及び相川哲夫「『合理的農業』論の特質」　（『農業経済研究』第33巻第3号所

　収）参照

㈲　岩片前掲論文参照

（6）A・テーア『合理的農業の原理（Grundsat2e　der　rationellen－

　LandwirtSChaft）』参照

（7）A・テーア前掲書参照

（8｝岩片、根川：前掲論文参照

（9）相川前掲論文P39より引硝

㈹　相川前掲論文P27参照

（11）チューネン『孤立国』　（近藤康男訳）P208より引用

（12｝江島一浩「農業経営学と農法論」　（『農法展開の論理』所収）P215参照

q3＞　ブリンクマン『農業経営経済学』　（大槻正男訳）：P　11参照

一17一



（14）江島一浩前掲論文P218～P219参照

（15）ブリンクマン『農耕経営方式の原理』　（永：友繁相盛）P2～P3より引用

（16）アンドレー『農耕経営学』　（川波岡毅訳『農業技術研究所資料』難17号）

　P14参照

働　ブ同一ム『農業経営の新方向』　（絹波測毅訳『農術技術研究所資料』H11号）

　参照

（｝8）　ブローム『Angewandte　La捻dwirtschaftユiche　Bθtriebs■ehre，

　隻950』参照

（19）沢村東平『水田農業の作付方式に関する研究』　（『農業技術研究所報告』班第

　20号）参照

（20＞和泉庫四郎『最新の農i業経営学』P21～P　25参照

e1）ホルムズ『農場の組織と管理の経済学（EcOnOmics　of　Farm　Orga窺i∬a－

　tion　and　Managementフ1927）』P287より引用。和訳は沢村前掲書P2

　8に従った。

⑳　グラス前掲書参照

⑳　沢村前掲書P29より引用

⑳　七戸長生前掲書P6参照

（25）和泉前掲書P21～P25参照

（26｝ヘディー，ジェンスン『Far磁Manageme航EcOnom烹cs』P6より引用

（27）　ラド舞泉前掲書｝≡）5より弓｝用

佗8）ヘディー，ジェンスン『輪作および土地利用に関する経済学（The－

　ECOaO！niCS　Of　CrOp　rOtatiOa　and　La鐙Use，1951）』参照

（291桜井豊「輪作農業の検討」　（『農業及園芸』第26巻篶10号所収）：P1より

　引用

（30）加爾信文『日本農法論』P7より引用

⑳　江島前掲論文：P223参照

⑳　江島前掲論文：P234～P　235参照

⑳　七戸長生前掲書P6参照

⑳　御園喜博「農業生産力論に渇ける研究課題」　（『農業経済研究』第25巻第1

　号）参照

（3＄御園前掲論文参照

　　　　　　　　　　　　　　　　　一18一


