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は じ め に

読者のなかには,斎藤高吉をもって近代日本農

政学の最初の樹立者とすることに,抵抗を感じる

人が少なくないと思う。確かに永いあいだ世評は

横井時敬をもって,その創始者とすることを暗黙

の裡に了解してきたきらいがある。かかる俗説を

打破するために,以下に斎藤萬吉と横井時敬との

対比を念頭におきつつ横井について若干の検討を

試みる。

『 日本農政学の系譜』(昭和47年刊)の 著者村上

保男氏は,農政学者としての横井時敬研究の第一

人者であるが,その村上氏においてすら前述した

ごとき通念に囚われ, 最近の論稿で,「横井農政

学は近代日本の農政学史のなかに最初 に登 場 し

た1)」,と述べているほどである。村上氏が「最初

に登場した」とするその最初は,明治28年頃を指

す2)よ うであるが,では,横井時敬にとって明治

28年頃はいかなる時期であったか。

明治23年 9月 ,上司と衝突して農商務省を辞職

した横井は,約 4年間の浪人生活を経て,明治27

年 7月 農科大学教授に就任した。まさに晴天の解

震のごとくであった。かくして,横井は農学第二

講座の教授として,栽培汎論および農業経済学を

担当することとなった。横井の農政学は,農業経

済学の一環として講義せられた。横井は,その最

後の著書となった『小農に関する研究』(昭和2年

5月 刊)の緒言において,逝去数力月前に「著者

の研究はその端緒を明治二十八年頃に発した」,と

記した所以は,上述の事情と深いかかわりを有 し

ている。農業経済学の講義を担当するに あた っ
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て,確かな自覚のもとに農業経済学の研究に着手‐

したのが,すなわち明治28年頃であったと解する

ことが妥当な見方であろう。

なお,明治28年前後における横井の著書には,

『初等農学』上下巻 (明治26年 4月 刊)お よび『通

俗農用種子学』(同 29年 4月刊)の普及書がある。

越えて,明治31年 9月 には,名著『栽培汎論3)』

が刊行された。農科大学の教授に就任した当時の・

横井は,む しろ前半生における研鑽の総決算とも

いうべき『栽培汎論』の執筆に情熱を傾注 してい

た。沢村真との共著『農業経済学』は,よ うやく

明治34年 6月 に刊行され,横井はこの上編4)を執´

筆している。この間,明治32年 7月 ,農業教育学

研究のため ドイツに留学し,約 1年間を同国で過

ごした。筆者がこれまでに見ることを得た横井時

敬の農政学の講義に関する最も古い資料は,横井

家所蔵の講義ノー ト『農政学』巻之一,二,三 (3分

冊)である。執筆の年月は明記されていないが,お

そらくドイツから帰国した後の明治35,36年頃に

執筆され,その汚損程度から推して以後かなりの

年月に亘って講義に使われたものと察せられる。

このノー トから, ドイツ農政学の影響が明確に看

取されるが,その考証および内容に関しては,後 :

日,斎藤高吉,柳田国男の農政学と比較検討する。

斎藤萬吉の農政学は,横井時敬の農政学に先行
‐

して,明治31年には体系的に確立されていた。こ

れについては後段で詳述する。それ故,斎藤高吉

の農政学に論及するに先き立って,次節で彼の農:

政学が形成されて行った過程を前史的に概観し,

その先駆性を理解するための一助としたい。そこ

でも,斎藤萬吉と横井時敬との対比において若干‐



イの考察を試みる。

注

1) 『明治大正農政経済名著集第 17巻』(横井時敬

『第壱農業時論』『農村行脚三十年』)<昭和51年

3月刊>解題,20ページ。

2)横井時敬は,「農業問題を経済問題として, 使

用価値や価値としての側面からのみ,物質的領域

の問題としてのみ考察すべきではなく,社会的存

在としての農民およびその『内的関係』としての

農村の考察の重要性を主張した。そのような意味

からも『小農に関する研究』は,横井農政学の特

異性を良く示すものであるが,著者自身その緒言

のなかで『端緒は明治二八年頃に発した』と述べ

ているように,その構想は一朝一夕にできあがっ

たものではなかった。」村上保男,同上解題,6ベ

ージ。

13)こ の分野に造詣の深かった故福家豊博士は,『栽

培汎論』を評して,筆者に次のごとく語ったこと

がある。「あの本が当時欧文で発表されていたな

ら,世界の農学界から注目を浴びたであろうこと

は間違いない」,と 。

‐4) 『農業経済学』の上編は,第一章総論のみから

成 り,以下の五節をもって構成されている。一

農業とは何ぞや,二 農業の発育進化=日 本の農

業史, 三 農学の性質並に其沿革, 四 農業教

育,五 農業の特性―農業の効用。

『農政学』に至る途

斎藤高吉と横井時敬の青年期ほぼ10年間には,

=幾多の共通点が認められる。ともに士族 の 出身

で,明治13年 6月 ,駒場農学校の第二期生として

卒業し,さ らに新設草創の農芸化学科に進学した

が,坂逆児ゆえに学業半ばにして退学の途を選ん

だ。同校在学中の二人は,奇 しくも肥後実学主義

の総帥横井小楠の高弟安場保和の庇護を受けた。

卒業しばらくの後,二人は明治15年,当時数少ない

地方農学校に奉職した。すなわち,斎藤萬吉は郷

_里の福島県郡山農業学校に,横井時敬は周知の福

岡農学校にそれぞれ赴任し,爾後多感な青年期の

:数年間―斎藤は明治23年 までの8年間,横井は同

22年までの7年間一を地方で過ごした。この数年

間の体験と研鑽は,二人のその後の人生に決定的

に重要な影響を与えた。農業技術学徒として社会

に巣立った二人であったが,斎藤高吉はより政治

経済的方面に早くから関心を抱き,横井時敬は何

よりも稲作改良に関心を抱いた。この関心の相違

は,二人の個人的な資質のちがいというよりも,

福島県と福岡県の当時の農業をとりまく諸環境の

差異に多分に起因している。筆者はすでにこの実

証を果したので5), ここでは架説を避けて要約的

にのべるにとどめる。

斎藤高吉は福島県にあって,明治絶対王制下の

前期的商人資本による農民収奪=農家経済の疲弊

を直視し,ま た腐敗した諸々の悪政,なかんずく

自由民権運動の弾圧に対 して激しい怒 りを燃やし

た。他方,横井時敬の福岡時代における農事上の

最大の課題は,種糎の選種をめぐる稲作改良であ

った。横井はそうした環境にあって,塩水選種法

の発明を通じて在来農業技術や似非老農技術を近

代科学に基づ く実験を通じて批判的に検証し科学

的農学のわが国における勝利の序曲を開いた。斎

藤と横井が,それぞれ異なった問題に関心を抱い

たことは,決っして偶然ではなかった。けだし,

人はみな時代とその環境の子たる所以である。斎

藤も横井も,と もに厳しい現実に身を置いて,そ

のなかから問題を見い出し,農学徒としての使命

感に燃えて課題の解明と実証に専念 し自己を貫い

た。こうした意味における実学に徹したことが,

二人に共通的に認められるところであって,われ

われはこの点を銘記すべきである。

ところで,斎藤高吉は明治23年 7月 ,それまで

奉職 していた福島県尋常師範学校教諭を辞職し,

修学のため再び上京して同25年 6月 までの約 2年

間を独逸学協会学校に在学し, ドイツ語を修めて

ドイッの農業経済学 (農業経営学および農政学を含

む)を学んだ。斎藤が一大決意のもとにこの壮挙

を敢行した所以は,駒場農学校で学んだ農学や農

芸化学の知識をもって,農業技術の改良や農業経

営の改善を図って,農家の経済を豊かにすること

に限界を感じ,国家の行政の在 り方に問題がある



ことを痛感したからにはかならない。実際,斎藤

高吉の師範学校在職時代の諸論稿によって明らか

なごとく,明確な自覚をもって農業技術を農業経

営との関連において教えた。当時,農業教育にた

ず さわっていた駒場農学校の卒業生は少なくなか

ったが,彼等のほとんどは農事改良に必要な諸技

術を教えることに重点を置いていたが,斎藤高吉

はそれに安んずることなく,さ らに農家の経済を

富ましめることに農業教育の目標をはっきりと置

いていた。けだし,農業技術の改善は,農家経済

を富ましめるための不可欠の前提条件であるとの

認識をもっていたからである。それ故,斎藤は県

内を巡回し主要農産物の栽培技術,反当生産費お

よび農家の歳計を熱心に調査し,地方経歴家の意

見を傾聴した。

加えて,斎藤萬吉が師範学校教諭を辞職するほ

とんど直前の明治23年 7月 1日 から同11日 にかけ

て,1日知の一元大武に宛てた「手稿
6)」 には, 後

年の諸論稿に認められる農業政策論的発想が胚胎

ないしは開花している。それ故,以下に「手稿」

にあらわれた政策的意図を有する見解のいくつか

を例示し,農業政策に対する彼の関心がいかに早

発的で,かつまたそれが謙虚な気持で当時の現実

の農業を熟視し,真剣に学びとろうとしていたか

を実証しておこう。

書簡の形式による「手稿」において,先ず福島

県農業の大宗たる米一石の最底価格を試算し,こ

れを下々田における一石の生産に支出する肥料 ,

人夫賃,小作料の総和として認識し,こ の生産費

が補償されねばならないとの考え方を打ち出して

いる7)。 ぃゎば,生産費補償論の提唱である。ち

なみに,「手稿」にみられるこの試算方法の着想

は,遺稿『近時日本農業ノ変遷』(後掲の《資料紹

介》参照)では, 農村における「適当なる米価」

(計算上の米価)の計算法として,次のごとく継 承

されている。すなわち,「一毛作地二在テハ几中

等ノ稲田一反歩ノ収米量ヨリ小作米フ引去 リタル

石数ニテー反歩二対スル肥料代金 卜人夫賃 トノ和

フ除スレハ同村二於ケル適当ナル米価即チ農家ノ

販売シ得ヘキ米価フ得ヘシ是ンー毛作地二於ケル
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普通ノ方法ナリ尤モー毛作地二在テモ例ヘハ其附

近二裏作ノ行ハル 地ヽ方等アレハ裏作分 トシテ収

米量二幾分ノ増歩ヲ附加スヘキモノアリ此増歩ハ

通常収米量ノー割内外マテ トス」8)。 「手稿」にお

ける下々田が『変遷』では中等田に置き換えられ

ている。なお,『変遷』にみられるこの計算法の

着想について,斎藤高吉は農村の古老,精農家が

行っている方法に依拠 したものであることを自ら

『変遷』のなかで述べ9), 敢えてこの方法を採用

した所以を,「…寧口何人ニモ計算シ得ル簡便ナ

ル方法二依」ったことを強調している10)。

米価論に続いて,当時の福島県における商業的

農業の最たる養蚕業に説きおよび,今後講ずべき

第一の問題として,製糸業に関する政策論的見解

を展開している。すなわち,「繭フ其儘売捌クト

之ヲ生糸二製シテ生糸ヲ売 トノ利害ヲ明カニスベ

シ」n)と して,こ こでも得意の計算を試み,生糸

で売ることのいかに有利であるかを述べている。

そして,従来の座繰り生糸と,新技術としての機

械生糸の経済性を比較 し,後者が優れていること,

すなわち生糸 1貫 150匁の代価について,前者が

37.698円 であるのに対 して,後者が42.138円 で,

4.44円 の利益のあることを論証してい る。 さ ら

に,福島県の繭をことごとく機械製糸に改めるに

は,百人取機械製糸工場およそ75ヵ 所を要 す る

が,既に機械製糸工場が 6カ所あるから,六十有

余力所の機械工場を新設することが如何に利益を

もたらすかを説いている。しかし,これには工場

を創設するにあたって,資金上の難事があり,「今

日ノ実況到底容易二為ス能ハサル事 卜信ス12)」
,と

述べざるを得ない実情であっため。か くして,機

械製糸工場新設の重要性を強調すると同時に,将

来に期して保護勧奨策の大要を以下のごとく述べ

ている。製糸業は,「本県生産業尤モ利益アリ之

フ措テ他二斯ル有益業ノアラサルフ知ル以上言語

フ換ヘテ云ヘハ蚕業二依ラサレハ本県生産ノ金詠

望 ミナシト知ル以上ハー県ノ与論二拠テ此事フ保

護勧奨スルノ道ナシ トモ云ヒ難シ其勧奨ノ大要左

ノ如シ

ー 県会二於テ生産業方針フ確定シタル上向フ廿

斎藤高吉の農政学
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ケ年内外ヲ期シ凡ソーケ年二三ケ処ツツ徐々二創

設ノ事

一 資金ノ出シ所ハ備荒貯蓄金ヲ利用スルカ若ク

ハ郡債県債フ募ルコト (資金ノ出所ハ考案充分ナラ

ス)

一 製糸場世話役等ヘハ成ル丈ケ地方ノ人ヲ用ヒ

農業家 卜製糸家及商人ヨリ成立ツ事

一 製糸場ハ成ル丈ケ其地方所産ノ繭フ以テ賄ヒ

フ立ッル事

一 製糸場二依テハ利益保護ノ策モ必要ナル事14)」

後年,斎藤高吉はわが国最初の組合製糸として

著名な長野県碓氷精糸社の経営を指導したという

が,製糸業に関しては,すでに若 くして卓見を有

していた。その識見が,福島時代に胚胎している

こと叙上のごとくである。

なお,い ま一つの例を挙げておこう。福島県に

おける商品作物のなかで,藍作は最も反当収益が

高く,いずれの作物にも増して購入肥料,なかん

ず く燐酸肥料を必要とした。当時,燐酸分は鰯肥

に依存していたから,藍作農家に肥料購入資金の

措置を講じる必要があるが,そのために藍作の先

進地阿波におけるごとく,高利貸資本の餌食にな

らないように注意を喚起して,その方策を次のご

とく述べている。「藍作フスル以上ハ多少買ヒ肥

ヲ要スル勿論ナンハ小農民ノ買ヒ肥資金ノ出所ハ

充分注意スヘキ点ナリト信スルノミニテ其方法等

二就テハ考案未ダ熟セサントモ期スル所一ニノ人

ノーケ人的利益 トナラヌ様買ヒ肥資本貸付ケノタ

メ其土地土地二設立シタル小銀行様ノモノヨリ町

村長公証人 トナリテ資金ヲ借出ス様二致シ度キモ

ノナリー歩誤ンハ阿州藍産地ノ如ク藍作ノ利益ハ

独 リー村内二三ノ金貸兼農業家二占メラルルニ至

ル地方農務官尤モ注意フ要スルケ条ナリ15)」 。後

段で『農政学』 に論及する際に詳述するが,斎

藤高吉は後年農業信用機関に多大の関心を抱き,

農家に資金を融通する途を開く方法について細心

の注意を払って自己の見解を展開している。上述

の引用文に「考案未ダ熟セサントモ」とあるが,

農業信用機関への関心はすでに福島時代に胚胎し

ていたことを認めることができる。

繰 り返すまでもなく,上述の考察によって明ら

かなごとく,斎藤高吉の農業政策への志向は,現

実を直視し,そのなかで培われて行った。この初

心は,ヒ ューマニス ト斎藤高吉の敢為の精神によ

って支えられ,その後の生涯を通じて貫徹せしめ

られて行った。われわれは,こ の点に彼の個性と

面目を認めねばならない。

ここで斎藤萬吉の福島時代と訣別し,ニカ年に

亘る独逸学協会学校での修学時代の研鑽を考察し

なければならないのだが,直接の資料は未だ何等

発見されていないので,当時の彼の生活の一端と,

わが国におけるドイツ農学および ドイツ官房科学

の状況を,駒場農学校と独逸学協会学校を中心に

概観する。いわば周辺部を素描するにとどめざる

を得ない。斎藤高吉の学究者としての生涯には,

おそらく空白期はなかったであろうが, しかしそ

の全貌を解明するためには,余 りにも資料上の空

白が多い。おそらく,こ の時期がその最たるもの

のようである16)。

ところで,独逸学協会学校での2年間は,文字

通 り苦学の一語につきる。斎藤萬吉の莫逆の友牛

村一氏は次ぎのごとく語っている。それまで収入

のあったのが,一文もなくなり,こ れに加えて経

費を要したのであるから困ったようであった。こ

れはちょっと普通の人ではやれないことである,

と17)。 恰も明治23年は,わが国の資本主義が最初

の経済恐慌におそわれた年で,こ の恐慌では農民

よりも寧ろ都市生活者が窮乏にさらされた。斎藤

高吉は,牛乳配達をし,毎朝わらじばきで通学し

た。この一事によっても,彼がいかに敢為の精神

に富み,再度の修学のための上京は一大決意のも

とに志されたものであることが理解できる。

斎藤高吉が駒場農学校に在学していた当時の外

人教師キンチ,カ スタンス,マ ックブライドは教

なイギリス人で,明治 9年に来日したが,同 13年

から14年にかけて帰国した。これに代ってドイツ

人ケルネル,フ ェスカ,ヤ ンソンが来 日し,彼等

はいずれも長年月に亘って滞日し,教育,研究に

熱心に従事した。 ドイツ農学熱の旺盛な客観的情



勢のなかで,駒場農学校時代の同期生酒勾常明(東

京農林学校教授)は,明治22年主に ドイッの農政研

究のため 2年間の ドイツ留学を,同 じく渡部朔 (農

商務省技師補)も 同年 ドイッに出張を命ぜられた。

また,明治24年本田幸介 (農科大学助教授)が,農

学および畜産学研究のため ドイッに留学を命ぜら

れているが,こ れらによっても当時 ドイツ農学が

いかに支配的であったかを知 り得よう。

また,独逸学協会は明治14年 9月 , ドイッの学

問,思想,文化の普及をはかるために,北白川宮

能久親王を総裁に,品川弥次郎 (当時農商務少輔),

桂太郎,青木周蔵,平田東助,法 。文学博士加藤

弘之,法学博士・ ドクトル山脇玄,西 周等の主

唱によって設立された。品川がその会 頭 に選 ば

れ,翌 1々6年独逸学協会学校を創設し,当時の東

京学士会院長西 周が初代校長に就任して, ドイ

ッ語および普通学を教授した。品川弥次郎は,開

校式に臨席して次のごとく演説を結んでいる。「抑

々独逸学の我邦に必要なる今更弁を待たざる所な

り。蓋し欧州学術の我邦に輸入するもの一にして

足らず,而 して英学なり仏学なり,既に已に大に

開けたりと謂ふべし。之に反し独逸学 に至 って

は,医学を除くの外は未だ大に開けたりと謂ふべ

からず,今より独逸学を振張し,之をして彼の英

仏諸学と共に,我邦文明を資くるに至らしむるこ

とは, 余請ふ諸君の助を得て之に任ぜん18)。」 こ

の年10月『独逸学協会雑誌』が創刊され,主に ド

イッの法律,政治,経済に関する紹介が行なわれ

た。翌17年,法律および政治学を授ける専修科が

設置された。越えて明治20年 4月 ,桂太郎が第二

代校長に,次いで23年 7月 ,明治期の典型的な官

僚学者で,と きの東京帝国大学総長加藤弘之が第

三代校長に就任した。なお明治22年 12月 ,山県内

閣成立に際して,青木周蔵が外務大臣に就 任 し

た。また平田東助は法制局長官を経て,当時貴族

院議員を,山脇玄は行政裁判所長官の要職にあっ

た。斎藤高吉が独逸学協会学校に入学した頃の同

校の創立関係者は,叙上のごとく活躍していた。

ところで,独逸学協会創立以来,斎藤萬吉が同

会学校に入学する頃までには同協会より出版され

f7

た書物は実に数十冊におよび政治,法律に関する

ものが多く,こ の中には著名な政治学者グナイス

ト0シ ュルチェの『国権論』 (木下周一訳,明治15

年刊),ブルンチェリーの『国家論』(平田東助訳,

同16年刊)等の融訳書等が含まれている。農政学に

関するものとして,ス ターデルマンの『普国布利

特隣大王農政要略』(和田維四郎訳,同 17年刊),農

業経済学に関するものとしてヴィルヘルム。ロッ

シェルの『農業経済学』全 5冊 (関澄蔵,平塚常次

郎,長尾俊次郎訳,同 19～22年刊)がある。 なおま

た,わが国に最初に来日した ドイッの政治学者カ

ール・ラー トゲンの『行政学講義』上巻 (同18年

刊)には,農政学に関する記述が含まれている。

ちなみに,東京帝国大学教授ラー トゲンが,同協

会学校で行政学を講義するにおよんで,品川弥次

郎は太政官,参事院,内務省および農商務省の青

年官吏を勧誘して,彼の講義を聴講せしめると同

時に講義録の独習を強要した。

斎藤高吉が同校に学んだ当時,専修科に在学し

ていた中村健一郎は,専修科時代を回顧して,平

田東助,山脇玄は生徒の討論会にまで出席し,と

きには壇上に立ったこともあった,と 述べている。

同校の教育にこのように熱心であった平 田東助

は,明治初年にベルリン大学でグナイス ト,ワ グ

ネル教授に政治学を,ま たハイデルベルク大学で

ブルソチェリーに国家学を,さ らにライプチッヒ

大学でヴィルヘルム・ロッシェルの指導を受けた。

平田は ドイツ留学中に当時日本から留学 していた

仲間に,われわれは人を癒す医者になるのも必要

だが,国家を診る医者になることもまた必要であ

る,それには堅実な ドイッの政治 。法律学を学ぶ

必要があると提言した。これが一大契機 とな っ

て,帰国後,独逸学協会および同協会学校が設立

されるに至った。当時,東京には専門の教育を授

ける多くの私立学校があったが,早稲田大学の前

身東京専門学校は,学問の自由を建学の精神とし

てかかげ,英米仏の輸入紹介的かつ追従的な学問

や官吏の養成に反対して設立された。独逸学協会

および同協会学校もまた,これと一脈相通ずるも

のがあった。すなわち,日 本の真義を発揮し,日

斎藤萬吉の農政学
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本精神を覚醒・昂揚せじめるために,堅実な ドイ

ッの学問を輸入することに建学の基本精神 が あ

り,たんに洋学を輸入すればこと足れりとする一

般の風潮とは著しく異なっていた。その教育は,

いわば和魂洋才を旨としていた。陽明学を好み ,

道徳と政治の調和を説いた斎藤高吉が,同協会学

校を選んだのは必ずしも偶然ではなかった。

最後に,独逸学協会学校とは直接関係ないが,明

治前期におけるドイッの経済学導入の動向を述べ

ておこう。明治前中期には,英米仏の経済学の輸

入紹介がきわめて盛んであったが, ドイツのそれ

は到底その比ではなかった。明治19年から翌20年

にかけて刊行された中川恒次郎の『経済実学講義』

(2冊本)は,わが国で初めて ドイツ歴史学派の学

説を導入した経済学書の一つであるが,彼は同書

において主として ドイツ歴史学派のヴィルヘルム

・ ロッシェルに依拠して同書の小引において,「 …

柳力従来英国学風ノ先入主 トナンルモノヲ排攘シ

以テ実学経済ノ要フ知ラシムル事ヲ得ハ吾力望足

ンリ19)」 として,保護主義を説いた。これに次い

で明治22年保護主義経済学者フリードリッヒ・ リ

ス トの『政治経済学の国民的体系』がロイ ドによ

る英訳本から,大島貞益によって『李氏経済論』の

書名のもとに重訳された。同書の醗訳の意義を,

堀経夫氏は次のごとく述べている。保護主義経済

論ないし保護貿易論の元祖ともいうべき,「 リス

トの書物が全訳せらる にゝ際し,当時 の知 名 の

士一寺島 (宗則)は外交官であり枢密顧問官 の要

職にあった人,富田 (鉄之助)は 日本銀行副総裁・

貴族院議員・東京府知事などを歴任した人一が挙

って本訳書に序文を寄せて,右の如き国民主義乃

至保護主義を強調したことは,我国其後の経済政

策にとって有力なる示唆を与へたものと解せざる

を得ない20)。」

リス トの訳者大島貞益は,明治22年から翌年に

かけて刊行されたと推定されている彼の『経済学

講義』において,小国にしてかつ後進国日本の国

内産業に対する保護の必要を次のごとく強調して

いる。「我国第一の物産たる養蚕も,製茶も,皆

夫々に自国にて奨励し居るに,微々たる東洋の小

国にありながら世界第一に強盛なる英国を手本と

し,自 由貿易は正理なり,保護は邪説なりとてす

まして居ても余り身分を知らぬ沙汰ではありませ

ぬか,・ …まして諸国皆自由と為るとも我日本の如

く後れ開けたる国は,尚は何程か保護を守ること

必要なるをや21)。」

斎藤高吉が上京前夜のわが国におけるドイッ経

済学の導入と,その影響の一端は,叙上のごとく

であった。

注

5)横井時敬については本誌拙稿「明治農法形成に

おける農学者と老農の交流」(第 31号),「実学的

農学者横井時敬の前半生をめぐる人 」々(2～ 8,

第33・ 34合併号,同 35,36,37,38,39,40号 ),

「横井時敬の塩水選種法」(第 33・ 34合併号)お

よび「 明治農法の形成過程」 (農法研究会編『 農

法展開の論理』1975年刊)等 。々斎藤萬吉につい

ては本誌掲載の拙稿「斎藤萬吉の福島時代」 (第

41号)および「斎藤萬吉の思想と学問 の形成 過

程」(農林統計研究会『農業経済累年統計第 3巻』

昭和50年刊)等を参照。

6)戸谷敏之「明治前期における農業経営学の成立

―故斎藤高吉技師の手稿一」『農村研究』第 41号

(昭和50年 9月 ),15-37ページ。

7)明治 22,23,24年 の最低米価 (「手稿」では最

低相場となっているが,こ の意味するところは最

低米価であることは前後の論旨から明 らかで あ

る)をそれぞれ 5.165円 ,5.365円,5.035円 と試

算し,そ して次のごとく結論している。「一 体米

価ハ最低相場以上ノ価額ヲ保ツハ経済調和其宜シ

キフ得タル徴候ナリ然ルニ十一年頃五円未満ノ価

値アルハ米 (麦豆等モ含蓄ス)ノ 在高非常二多カ

リシニ主因シ農業外ノ経営発達セル国二於テハ農

民ノ他ノ職業二転スルモノモアルヘク小作料低下

シ又耕作スヘキ田地ノ面積フ縮少スル等ノ事実起

ル筈一ロニ申セハー石五円以内二下 リテハ農業ハ

我国営業外ノ仕事ナリトス」。同上,31ページ。

8)斎藤萬吉遺稿『近時日本農業ノ変遷』 (稿本)

中の「三 米価」の章参照。『 日本農業の経済的

変遷』(鈴木千代吉編,大正 7年刊),36ページ。

『明治大正農政経済名著集第 9巻』 (農文協版,



昭和51年 2月 刊),“5ページ。

9) 「農家ノ生産セル米ハー石凡何程ニテ適当ナル

ヤ古老精農家等二在 リテハ常二自ラ之ヲ計算セル

ヲ例 トスレハ這般ノ計算法二倣ヒ稲田一反歩ノ収

支表フ用ヒテ…農村二於ケル適当ナル米価フ概算

シ…」(傍点は引用者),同上。

■0)斎藤萬吉をして,敢えてかかる方法を採らしめ

た所以の一端は,当時,「農学は農民と密着して

いない。農学者の書くものはむずかしくて農民は

読めない。」(古在由重「斎藤萬吉 。人間・農学・

農業について」『明治大正農政経済名著集第 9巻』

付録「月報」)状態であったから,彼が論稿 の執

筆にあたって留意した点は,何 よりも農民および

農村の指導者に読ませしめるというこ とで あ っ

た。それが幾多の誤解を惹起した。「斎藤先生碑」

の碑文の次の一節は,こ の間の事情を伝えて余す

ところがない。「言語文章また極めて易にして簡。

人,職って以って,浅疎と為すもの有 り。而も之

を施せばすなわち効を見る。」 (同上「月報」)こ

の一節によっても,彼がいかに農民のために書い

たかが窺われる。彼の後半生の諸論稿は,いずれ

もかかる工夫がこらされていることは,前半生の

それと対比するとき一層その感を深くさせ られ

る。

■1)前掲,戸谷敏之,28ページ。

12)同上,26ページ。

■3)か く述べざるを得なかった当時の状 況 につ い

て,斎藤高吉はこう述べている。わが国の有為の

士は政事の空論に走 り,多分に生産業を意に介し

ない傾向があり,「殊二此一二年ハ政熱病流行 ト

云フヘキカ県会議員等中ニハ斯ル考案フ抱ケルモ

ノ至テ炒ク只今如斯キ話ヲ持出スモ聞入レルモノ

稀 レナルヘク実二此熱病ノ少シタ退歩シタル際ナ

ラサレハ云フモ詮ナシ」(同上)。 恰も斎藤萬吉が

この「手稿」の執筆に着手した7月 1日 は,帝国

議会衆議院議員第一回総選挙の日であったことを

想起すべきである。明治15年,福島事件として知

られる自由民権運動の弾圧を厳しくうけ た 同県

は,こ の選挙をめぐって殊にも政争が激しく,ま

さに政熱旺盛であった。これには以下の事情が関

連 している。土佐立志社の創設者片岡健吉と共に

明治13年国会開設期成同盟会を結成し,国会開設

を請願した東日本における自由民権運動の指導者
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河野広中等が第一回総選挙に立候補し,保守勢力

との間に激越な競争が展開された。かかる状況下

にあって県政は生産業に対する施策を等閑にして

いたので,斎藤は将来に期待をかけざるを得なか

った。すなわち,「然シ其内ニハ彼等モ斯クセサ

レハー県ノ命詠二関スル事フ覚知スルノ期至ント

信シ予メ方法ノ大体フ申述べ置クノミ」(同上),

と。

なおちなみに,戸谷敏之氏は「手稿」の上述の

部分について,著 しく的はずれのことを述べてい

る。「福島は, 当時政争の激烈であった地方,県

令二島通庸と自由党の河野広中との論戦は周知の

ことに属する。萬吉は,こ の『政熱病流行』に一

矢を酬いている。」(同上,34ペ ージ)上の論戦は

明治15年のことで,三島はすでに明治21年 10月 に

歿している。

同上,26ペ ージ。

同上,"ページ。

この時期の資料空自の原因は,明治34年に独逸

学協会学校が火災に遭遇し,当時の記録が烏有に

帰したからである。当時,同校には普通科と専修

科と別科とがあり,普通科から専修科に進学する

には,普通科 4年卒業の後専修科への進学が許可

された。専修科では, ドイツ人が ドイツ語で専ら

法律および経済学を講義した。斎藤萬吉はこれ等

のいずれに入学したかまた卒業したかも明らかで

ない。東大農学部に所蔵されていたとする彼の自

筆履歴書には,「自明治十三年九月至同十五年六

月独逸協会学校二於テ独逸語修業」 (同上,34ペ

ージ)と あり,また農林省農業技術研究所に所蔵

の履歴書には,「明治二十三年九月ヨリ同二十五

年六月マテ独逸語及農業経済修業」, とある。 ち

なみに当時,『独逸学協会雑誌』(明治16年 10月創

刊)が刊行されており,彼はこれに寄稿している

可能性があるが,筆者はこれまでの探索にも拘ら

ず,当時の同誌の所蔵者ないしは所蔵図書館を知

らない。(ご教示を賜われば幸いである。)

牛村一氏「親友斎藤萬吉君」 (斎藤萬吉述『農

村の開発』大正 4年 3月 刊,中央報徳会発行),273

-274ペ ージ。

村田峯次郎『品川子爵伝』(明治 43年刊),435
ページ。

三橋猛雄『明治前期思想史文献』(昭和51年刊),

斎藤萬吉の農政学

14)

15)

16)

17)

18)

19)
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745ペ ージ。 堀経夫『明治経済学史一自由主義・

保護主義を中心として一』(昭和10年刊),51ペー

ジ。

20)堀経夫,同上,342ペ ージ,( )内は引用者。

谷干城は同書の読後感を,その日記に感動をこめ

て以下の通 り記している。「…昨日 (明治 23年 3

月28日 )よ り富田鉄之助氏贈る所の独逸人 リス ト

の経済書を読む有益の事頗る多し英人アダムスミ

スの自由貿易論を撃破して余力を剰さす着 歴々史

によりて保護貿易の利を示す空理空論に非るなり

氏の主旨は草昧の世は自由貿易に始まり開明の極

に至れば又自由に復期すと誠に至論なり」 (三橋

猛男,同上,991ペ ージより重引)。

21)三橋猛男,同上,992ペ ージ。

農科大学における『農業経営学』の講義

独逸学協会学校での ドイツ語と農業経済学修業

後,斎藤萬吉は明治25年 6月 14日 ,農商務省に雇

として勤務したが,半年ならずして同年11月 10日

病気を理由に辞職した。同省における彼の月俸は

僅か20円で,福島県尋常師範学校教諭退職時の月

俸Ю円に比すれば冷遇も甚だしかったとせねばな

らない。これに加えて同省で与えられた業務も,

農政を志していた彼の意に添うものではなかった

ろうと推察される。柳田国男は明治33年帝国大学

法科大学政治科を卒業し,農商務省農政課に入省

し,農政官僚としての途を選んだが,在職有二年

にして法制局へ転出せしめられた。柳田が語って

いるように,当時においてすら農業政策に打ちこ

むことは困難であった。すなわち,柳田は晩年こ

う語っている。「農商務省でもやはり農業の政策

をやりたかったんですが,今とちがって農政課な

どというものの地位は非常に微弱なもので,一つ

もポス トがないのです。行政官で農業だけをやる

というものがなかったのです22)。
」いわんや,明治

25年当時,しかも一介の雇には一層困難であった

ろう。

しかるに,農商務省を辞職した同年11月 19日 ,

斎藤高吉は東京帝国大学農科大学の講師を嘱託さ

れ,さ らに翌26年 9月 には同大学助教授に任命さ

れた。当時農科大学農学科の実権を掌握していた

玉利喜造教授のはからいによるものであった。か

くして,斎藤高吉は明治32年 4月 ,農商務省農事

試験場に技師として西ケ原の本場に転任するまで

の約 6年間を母校に勤務した。この間,帝国大学:

舎監心得,農場主任,農学乙科 (後の実科)主任を

つとめた。講義は農業経済学を担当し,熱心に乙

科学生の指導にあたった。農学乙科は玉利喜造の

発議によって実現されたもので,その目的は学理

に通暁した農業者を養成し,地方の農事改良の指

導者あるいは模範農業者を教育するこ とにあ っ

た。したがって,農場実習に重点をおいた。玉利|

喜造は,学生の多数が農場実習を「余 り好まざり

しに拘わらず,大に力を此に致し,這般の訓練を

以て農科生徒の特色を発揮28)」 せしむるに尽力し

た。斎藤高吉が農場長に迎えられた所以は,玉利|

喜造のこの方針に適っていたからである24)。 斎藤

の農科大学における教育方針は,一見放任主義の

ごとくであるが,その実際はきわめて細心の注意:

の払われたもので,従容 うすまらざるあいだに堅

実な思想を晴々裡に悟らしめるものであった。

ところで,明治29年に斎藤高吉が農科大学で講:

義した農業経済学は,日経済学の大要,国農場経

済学,日農政学の二部から成っている。そして,

農場経済学は全体で 6部,すなわち(1)農業の要素,

(2)農業組織,(3)農場管理,(4)農場所得,(5)評価学,

{6)簿記法から構成されている25)。 しかし,これま

でに判明しているのは,こ のうち「(1)農業の要素」

の中途までにすぎない。このように極めて不備で

はあるが,他日に続稿の発見を期して後段との関

連において一瞥しておこう。まず斎藤萬吉が,こ

の講義に先き立って行なった講義の反省と農場経:

済学および農政学をどのように考えていたかを,

この前後に刊行された数少い同系列の農書との関

連において明らかにしておかねばならない。

斎藤高吉はこの講義の冒頭で,農業は国土によ

って大いに異なるから,経済学を農業に応用する

場合,こ の点に特に注意すべきことを強調し,そ

して従来のわが国における学者の研究は,専 ら農

術上に関する技芸であって,「経済,法律,行政

等の諸学を農業に応用して,我農法を解釈し,或
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は我農法の将来を論述せるが如きは,極めて稀な  おいて国家が行なうべき農業政策の観点から実施

るを以て,適当の材料を得んとするは,此種の学  されたが,その基本的立場は当時すでに確立され

者の尤も苦める所なり26)」
,と 述べている。さらに  ていた。農業経営の実態を正しく認識することな

i語を次いで,「余の曇に,農業経済を講ずるに当  しに,国家の農業政策に対する提言をなし得ない

りてや,欧州学者の経済論を永たらしく説明する  からにはかならない。

の愚を省き,成る可 く我国状に適当する様,及ば   「 日本農業経済論」には,後年の調査活動と密

ずながら自分の力のあらん限り,大に之を勉めん  接な関連を有する,日 本農業の変遷に関する諸調

としたりき。然れども同時に,其講義は統計数字  査の萌芽がすでに胚胎しているので,以下にこれ

等到て少きを以て,遺憾ながら先づ―申さば『 ゲ  を特に紹介しておこう。彼は世運,すなわち好況

スバックル』―無味淡白なる講義なりしを覚えた  0不況を認識する指標として,後にしばしば農地

りき。是れ予め諸子に告白せざるべからざる事実  市価の変動に関する調査を行なっているが,それ

な りとす27)。」と述べている。 かくして, この反  は本格的に全国を行脚して実施した農村状況調査

省を踏まえて行なわれた明治 29年における講 義  や農家経済調査の前史をなすものである。永いあ

は,幾多の困難にも拘らず,わが国農業の実態を  いだ彼の農地市価調査は,明治34年がその最初と

具体的に数字を挙げて例証した極めて実証的な内  されていたが,こ の講義によって,すでに明治28

容のもので,例えば田畑一反歩の収支計算,農地  年から実施していたことが明らかである。すなわ

市価の変動,各地の農業経営事例を多岐に亘って  ち,駒場農学校時代の友人および農科大学の卒業

‐紹介している。この講義の行なわれた前後に刊行  生29)に調査表を送って依頼し,官城・埼玉・山口・

された同系列の農書すなわち今関常次郎『農業経  福岡・佐賀・熊本の 6県について,田畑一反歩の市

:済篇』(明治25年刊),渡部朔『農業経営学』(同28  価調査を行っている。その内容は,(1)土地台帳登

年刊),沢村真『農業経済学』(同32年刊)等は,外  記上の地価,(2)明 治初期,同 12,13年 ,同 28年の市

国文献の翻訳紹介的性格を有しているのに対 し  価,(3)同 28年の小作料から成っている。この資料

て,斎藤高吉の講義は日本の現実に即して独自の  を集計分析して,次のごとく述べている。「現時

―
考察を行なっている点において到底他の追随を許  の市価は,地価額に比すれば,田は268パーセン

さないものがある。当時のわが国における農業経  卜,畑は375パ ーセントに上り非常の差を示せり。

1済学の研究水準は,か くのごとくであったから,  殊に畑の方は殆んど4倍にも達し,従って小作料

農業経済学の日本化にひたすら努力していた若き  も5と 3の比例を示したるも,現時の市価と小作

日の斎藤高吉の苦心は容易ならざるものが あ っ  料とを比較すれば,田畑共大差なく,凡そ 100分

た。けだし,こ の講義が「 日本農業経済論」と題  の6.5を上下せ りと云ふべし30)。」この手法は,斎

された所以であると同時に,彼のこの試みを高く  藤高吉のその後の多 くの調査を通じて晩年に至る

:評価しなければならなぃ28)。           まで本質的に変らなかった。その後もしばしば依

「 日本農業経済論」において,斎藤高吉は農業  頼調査を行なっているが,こ の調査は変遷に関す

経済学と農政学を規定してこうのべている。すな  る最初のものと考えられる。ちな教に,日本農業

わち,農業経済学は農業と自然および経済的法則  の変遷を経済的に,しかも数量的に考察する彼の

との関係を明らかにし,以て農場収益を多くする  着想はゴルッから学んだようである。安藤広太郎

方法を講ずる私的な経済学であり,農政学は経済   (明治28年 7月 ,農科大学農学本科卒)が,戦中,奥

学tの理論を農業行政上に応用し,一国の農業をな  谷松治氏に,斎藤萬吉はゴルッの農業経済学を勉

るべく経済的に行なわしめる方策,こ とに政府お  強し,種本はゴルッの Die agrarischen Aufgaben

よび行政庁の干渉すべき国家的農業に関する応用  der GegenWttt(長崎常訳『農政学』,大正元年刊)

経済学である。斎藤萬吉の後年の諸調査は大局に  で,こ の本を入手するのに随分苦労した話を聞い
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たと語っている31)。 ゴルッのこの本の初版が刊行

されたのは18%年 ,すなわち,わが明治27年のこ

とである。ただそれがいつ頃のことであったかは

定かでないが,安藤が農科大学在学中に斎藤萬吉

の農場実習に出席しており,ま た「 日本農業経済

論」にもゴルッの名が見えている。安藤は,戦後

も斎藤萬吉はゴルッを学んだことを語っている82)

が,斎藤の既往とその後の研究を合せ考えるとき,

この発言は信憑性に富むものと考えられる。ゴル

ツは前記『農政学』にかぎらず,明治34年高岡熊

雄によって融訳された『農政学』 (Vorlesungen

iber Agrarwesen und Agrarpolit■ ,1899年 刊)にお

いても,広範多岐にわたって各種の統計を駆使し,

ドイッ農業の変遷の実証につとめている。斎藤高

吉が,こ の方法をゴルッから学びとったであろう

ことは推察の域を出ないにしても,的はずれでは

ないように思われる。

斎藤高吉は,後年しばしば各国の統計を駆使し

て,日 本農業との対比ないしは海外農業の実情を

紹介しているが,「日本農業経済論」の「農業の

要素」において,農産物を論じ,生糸・茶・綿・

砂糖 (こ こで「日本農業経済論」の連載が中断されて

いる)について,国内事情と国際事情の両側面か

ら統計資料を利用しつつ考察している。この四つ

の農業生産物は,わが国の輸入および輸出と深い

関連を有していることは言 うまでもないが,斎藤

高吉はすでにわが国の農業を国際的視野から考察

を試みている。

斎藤高吉は,日 本農業の当面していた現実を熱

視し,強烈な問題意識をもって,時代の潮流に鋭

敏に対処し,一切の観念論をしりぞけ,科学的知

識の源泉を事実の正しい認識に求めた点 に お い

て,農業問題研究に正当な認識論を提唱・実践し

ていたことを看過してはならない。

注

22)思想の科学研究会編『私の哲学』(昭和25年刊)

229´く―ジ。

23)斎藤高吉「講農会」『講農会十五週年紀念号』

(大正 2年 12月 刊),23ベ ージ。

24)農科大学に農場長の制度 (最初内規として設け

られていたが,明治39年に官制に改められた)が

はじめて設けられたのは明治23年のことで,その

初代場長は農科大学乙科の前身たる東京農林学校

農科簡易科を明治22年に卒業した後の原鉄五郎こ

と富田直蔵であった。富日は在学中に農場実習の・

改革を志し,卒業後ただちに母校の訓導に任命さ

れ,農場組織の根本的改革を建言して容 れ られ

た。富田はこの改革に先き立って,当時の官城県

農学校長今井秀之助 (斎藤萬吉と駒場農学校の同

期生で,農学士・農芸化学士)と福島県師範学校_

教諭であると同時に同県勧業場長を嘱託されてい

た斎藤萬吉を訪ねて意見を交換した。このときの

ことを富田はこう語っている。先ず今 井 にあ っ

て,「其となく諸般の談話を交換したるに頗ぶる

意を堅ふするに足るものあり,帰途福島県に立寄

り,学士斎藤君を訪問して,再び其となく諸般の

話を交換したるに,今井氏と同様の成績を得たる

のみか,不思議と意気合投じ優遇を受けた……。1

(原鉄五郎「 Z'科生及び駒場農場に対する予の苦

心」,同上,31ペ ージ。)か くて富日は,明治23年

同校における農場実習の一大改革を実施した。す

なわち,「従来の外套長靴式実習を改めて,草軽

脚袢の軽装とし,肥桶担ぎを初として,総ての作

業を悉 く自ら行ひ,農業に関するあらゆる体験を

得せしめ,常に実戦場に於けるが如き緊張を以て

事に当らしめた。」(原鉄五郎「駒場校友会の成立

と母校将来の使命」,駒場校友会『母校独立記念

号』昭和11年,15ペ ージ。)

富田直蔵は明治24年 5月 ,家庭の事情で退職し

たが,彼の築いた伝統を受けて斎藤萬吉が農場員

に就任したことは,けだし必然の成 り行きであっ

た。

25)斎藤萬吉が,農科大学助教授に就任した当初の

講義内容に関しては具体的に明らかに し得 ない

が,おそらく明治29年に行なったと推定される農

業経済学の講義ノー トの一部である「 日本農業経_

済論」によって,その一端を窺うことができる。

斎藤萬吉先生遺稿「 日本農業経済論」 (磯水生補
‐

遺)がそれで,こ れは『肥料研究界』第11巻第5

号 (大正 6年 5月 )から第14巻第 6号 (同 9年 6

月)まで37回 に亘って掲載されたが,これで完結
:

したのではない。否むしろ,僅かに講義ノー トの,

一部を成すにすぎない。



26),27)『肥料研究界』第11巻第 5号,8ページ。

28)明治29年に農科大学乙科を卒業した人達は,お

そらく斎藤萬吉の最初の頃の講義を聴いたものと

思われるが,その一人成毛基雄はこう述べている。

すなわち,「初め余は先生の農業経済学は独逸を

宗とすると思ひしも後に至 り先生の志は決して然

らず。農業経済学をして日本の実情に適せしめ又

其材料を日本に得て日本独特の組織を為さんとは

蓋し先生の希望なるやを窺はじむるに至れり。先

生は材料を集むる極めて該博に,能 く之を帰納し

て真理の正鵠を得んとせしの痕あるを認む。・̈先

生の抱懐に対しては雲間に金鱗を仰ぐの感ありし

も之を著書としたるものなきは独り余の遣憾とす

るところのみにあらぎるべし。」 成毛基雄「恩師

斎藤先生を憶ふ」『講農会 報々』第 98号 (大正 3

年12月 )11ベ ージ。成毛は農科大学乙科 を卒 業

後,さ らに早稲田大学政治科および法政大学法律

科に学び,それぞれ卒業した。文官高等試験に合

格し,官吏として各県の要職を歴任した。

29)斎藤萬吉の依頼調査に協力した人々は漸次代っ

て行くが,どのような人達に依頼したかは,彼の

調査方法と密接なかかわりを有しているので,敢

えてその関係を明らかにしておこう。「日本農業

経済論」には調査者と調査地が記されているが ,

調査者の氏名が明記されているのは牛村一氏のみ

で,その他の人々については,例えば大塚農学土

となっている。宮城県については駒場農学校で一

年上級の牛村一氏 (当時農商務省農事試験場官城

支場長), 福岡・佐賀・熊本県下については 同級

の大塚由成 (同上農事試験場熊本支場長), 山 口

県については 同級の小花春吉 (山 口農学校長),

埼玉県については,明治27年農科大学本科を卒業

した岸秀次 (埼玉県属,『農村是設定法及村是資

料論』<明治 39年刊>の著者)の報告によるも

のである。

30) 『肥料研究界』第12巻第 8号 (大正 7年 8月 ),

8ペ ージ。

31)奥谷松治「斎藤萬吉の農家経済調査(下)」 『農

業と経済』第11巻第 4号 (昭和 19年 9月 ),35ペ

ージ。

32)日 本農業研究所編『安藤広太郎回想録』 (昭和

43年刊),19ペ ージ。
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農科大学における『農政学』の講義

斎藤萬吉の『農政学33)』 講義は,前述の「 日本

農業経済論」の講義後 3年,農科大学助教授を辞

任する前年の明治31年に農科大学乙科生に対 して

行なわれたものである。この講義は日本の現実に

即して,独自の考察を行なっている点において到

底他の追随を許さないものがある。彼はこの講義

において,おおむね大局的見地から原則を述べ
,

あるいは欧米諸国,イ ギリス,フ ランス,ド イツ,

なかんず くドイツに依拠しながら,日 本農業の特

殊性を考慮しつついかに適用すべきかを論述して

いる。比較対照を必らずしも具体的に展開してい

ない場合にも,かかる観点のあったことはほの見

えている。

当時,先進国イギリスは工業立国を国家の基本

政策とし,しかもその結果,矛盾を露呈していた

から,そ うした現実に対 して国是を誤って苦しん

でいることを鋭 く批判している。斎藤高吉は,と

くに西欧における後進国 ドイッの歴史学派の学問

を学び影響をうけているが当時のわが国は ドイツ

に比してさらに後進的であったことはいうまでも

ないが,その意味において ドイッから学ぶべき点

が多々あった。彼の『農政学』は,こ の故もあっ

て歴史感覚が横温し,かつまたわが国の近世を踏

まえて現実を洞察すべき必要を痛感して い たか

ら,欧米の理論と現実を日本農業に適用する場合

にも,短絡的に直輸入することを厳につつしんで

いる。斎藤萬吉は欧米農業と日本農業の異質性お

よび発展段階の相違をよく認識 していた。だから,

わが国における近世の経世家の諸学についても研

鑽を怠らなかった跡が,「 日本農業経済論」およ

び『農政学』を通じて看取される。彼が近世経世

家ないしは思想家のうち,と くに陽明学派の人々

から多大の影響をうけた結果の要点を指 摘 す れ

ば,名利に薄 く,金銭に悟淡で,行動 。思想・学

問を三位一体化し,したがって言行一致ないしは

知行合一の信条を従来も貫いてきたし,ま たその

後逝去するまで貫き通したが34),それはまさに陽

明学に起因していることは疑いを入れないところ

斎藤萬吉の農政学
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である。

ところで,斎藤高吉の『農政学』は,A5版大

の本文66ページの薄冊であるが,その内容におい

て名著の名に恥じないものがある。先ず総論 (11

ページ。以下括孤内の数は大凡そのページ数を示す)

ともいうべき部分に引き続いて,以下の11章 より

成る。第 1章農業と工業との関係 (5), 第 2章工

業経済 (5), 第 3章 日本農産物 (3), 第 4章大小

農地 (4),第 5章日本農民の負債及び地租(4),第

6章日本地租 (8),第 7章信用制度 (12),第 8章

農業教育及び勧奨 (5), 第 9章山林経済 (5), 第

10章行政法の要略 (4),第 11章結論 (5)。 この薄

冊において,信用制度にはとんど6分の 1近 くの

紙数を費やしており,その理由については後段の

考察において明らかにするが,こ こで前段との関

連で注意を喚起しておきたいことは福 島時代 の

「手稿」の考察において,農家に肥料購入資金を

融通する途を開く方法を述べた際に,「考案未ダ

熟セサントモ」とあったことを想起していただき

たい。

以下,これまで考察してきたこと,及び後掲の

≪資料紹介≫との関連を念頭におきつつ,斎藤高

吉の『農政学』を考察する。『農政学』には,彼

の農政思想が如実に示されていると同時に,維新

以来明治政府のとってきた諸行政,なかんず く農

業政策に対する批判が遺憾なく展開されている。

また当時の農政学に対しても厳しく批半」してい

る。しかし,彼は改良的進歩主義者であっても,

決して革命的社会主義者ではなかった。それは師

範学校における農業教育に論及した部分に端的に

示されている。すなわち,と くに商業地にある師

範学校の生徒に農業教育を施せば,その思想は小

学校生徒におよぶものであるから,「進歩思想 と

保守思想とが調和して極端なる進歩思想を生ぜず

適当なる温当なる進歩思想を養成せしむる者なら

ん」,と述べている。

『農政学』を考察するに先き立って,次の二点

を確認しておかねばならない。第一は,経済学や

政治理論を日本的に適用し,日 本の現実に即した

農政学を樹立するにおいての斎藤高吉の努力と苦

悩に関してである。彼は『農政学』の講義の終講

にあたって以下のごとく述べているが,それはま

さに日本農政学の樹立を志して以来の彼の努力と

苦悩を語った絶好の述懐にはかならない。すなわ

ち,諸君の中には農政学の参考書を読もうとする

ものがいるであろうが,然 しその参考書を幾回閲

読したからといって,それはど効力のあるもので

はない。またこの種の学校に入って,農政学を研

究しようと欲する場合もそうである。「元来,此

の学を学問として研究せんと欲せば,其の道に入

りて,二,三年も研究せねば十分なることを得ず。

併し,此の場合には,所謂学問となり居 りて,農

学上の感想とは少しく異なり,且又,此の農学上

の思想が幾分少なくなる故に,学校に入ることは

問題に属す。又,此の農政学を研究せんと欲し,

併せて農学も研究し,此の他種々なる事を行ふこ

とは,甚だ宜しきことにして,亦必要なることに

属す。併し,有限の歳月を以て,無限の学問をな

すこと能はず。所謂二兎を逐ふもの其の一を得ざ

るといふことあるが如く,終に充分なる効果ある

ことなし。蓋し,此の農政学を研究する間に,農

学を怠るが如き有様に陥る者なれば,遂に成功し

期に達する能はざるものなり。」この述懐は, 農

政学を志した自己の体験から滲み出たものである

ことはいうまでもない。まことに名著は苦悩から

生れるが,自 己の内的要求を貫徹せしめた彼自身

の努力と苦悩の跡がありありと窺われる。

第二は,斎藤萬吉の農政学の独自性を理解する

ために,当時の農政学の水準をもまた知っておく

必要がある。彼は『農政学』の講義の冒頭において

次のごとく述べている。「法学者及び経済学者の

説明する所の農政学は,重に法律及び経済学等に

重きを置きて,如何とも致し方なく誠に不充分な

るやの観あり。即ち,彼等の論ずる農政学は,何

れの点を以て農事に応用することを得るやと云ふ

に,之れ等の学者の説明する所は,遺憾ながら其

の説明は取て以て農業に応用することの出来ざる

が如きもの往々之れあり。」それ故に,斎藤萬吉は

『農政学』の講義において,当時の農業の実際に

即し,応用上の立ち場から最も可能な問題に関し
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て論及することを欲するとして,農科大学本科に  化して行った農業問題を考察するに当って経済学

おける農政学をも批判し,自 己の農政学の立ち場  的思考を絶えず有していたであろうことは,「何

を明らかにしている。「本学に普通云ふ所の農政  の事業をなさんと欲するも,此の経済学は特に必

学は,重に応用経財学の農学に干係せることを云  要なるものなれば,必ず気長 く研究して,畢生の

ふ者にして,余輩は農政学として之れ等は幾分の  仕事とせば可ならん。故に余輩は,常に経済学の

欠点あるを見る。何となれば,諸子の社会に立ち  思想を頭脳に有して,或る時事問題の起る毎に之

ては行政学の幾分は知らざるを得ず。故に,農政  れを経済学上に照し合はせて咀囀,否解釈しつつ

学中多少の行政学を混合して論及するを要す。農  ある者なり」,と述べていることによっても窺 い

政学は応用経済学の一部にして,重に経済学の原  知ることができる。

理に基づきて国家的農業経済を論ず。特に官府が   『農政学』では先ず大局的見地から,国家の目

干渉すべき農事の政策を論究し,其の一国農事の  的は国の独立安寧を保持し,国力を増進し,人民

改良発達を謀 り,国力を増進するを目的とす」る  の発達を図るにあるとして,国家のなすべき事と

ことを述べている。当時,帝国大学農科大学本科  干渉すべきでない事とを次のごとく区別 してい

および法科大学において農政学 。行政学等の講義  る。そして,国家のなすべきことをさらに二つに

は,後に法学博士となり農政面において活躍し,  分けて,その第一に公共事業を挙げている。公共

農政評論にも健筆を振った松崎蔵之助が担当して  の事業は,一個人の資力が不足な場合と,一個人

いた。また農業経済学・農業経営学は,横井時敬,  に放任することによって公益を害する場合,例え

渡部朔が担当していた。いずれも英才ではあった  ば軍事 。兵備は国家の義務であって,これを一個

が,生ま生ましい日本の現実に立脚し,欧米の現  人が為し得るとしても任すべきではない。国家の

実 と理論を広 く踏まえて日本農政学の体系的樹立  なすべき第二として,国家と一個人とが共同を要

に努力してきた斎藤高吉にはほど遠い ものが あ  する場合,例えば貧民救済および鉄道の敷設を挙

る。また彼は,農政学の範囲は広いが故に,好結  げている。次に,国家が干渉すべきでない事につ

果を奏するには,その局に当る人いかん,すなわ  いては,(1)宗教および学問上の主義,(2)言論・著

ち善悪にかかわり,必ずしも農政学者,法律学者  作・出版,(3)結社・集会,(4)職業および居住,(5)家

を必要としないとも述べている。彼は生涯人材の  宅の安寧,(6)財産および信書等の自由を説いてい

必要を説き続けたが,現実の農業政策と学者につ  る。ただし,も ちろん無制限の自由ではなく治安

いてもかかる認識をもっていた。         を害することについては制御すべきであるとし,

なお斎藤高吉はこの講義において,私はまた経  政府は余 り人民の事業を束縛し,かつ干渉せずあ

済学を研究することを好むものであるが,しかし  る程度まで人民に任すべきであると述べ,その一

原理原則をかれこれいわず,よ くこれを実行する  例として,鉄道について本幹線は国有にしても,支

ことを欲する考えであるとし,さ らにまた今日と  線は必ず人民に任せるべきであると説いている。

くに経済学を実地に応用して,国家の政治および   明治維新後,過度の保護干渉主義と自由民権運

地方自治のために尽す人のいないことを悲しむと  動の弾圧,日 清戦争の国難等を想起するとき,斎

して,いずこに経済学を応用するかについては,  藤萬吉の自由主義ないしは民主主義的主張は達見

「其の事業の起る処に身体を置かねば何事も正当  というべきであろう。この総論においてなお看過

なる解釈は出来ず,且自身当局にあらざれば亦問  してならない点は,少数の商工業者に対する保護

題も起らず,故に終に解釈力を失ふ。故に身体を  干渉を批判し,国民の圧倒的多数を占める農民の

常に邦事上,又は町村上に置きて能く其形勢を通  利益を考えるべきことを主張していることであ

観して研究する」ことを要すると述べている。彼  る。一見矛盾するごとく思われる商工業に対する

が終生経済学の研鑽を怠らず,かつ時 刻々々と変  保護干渉主義批判と,小農保護的思想に関しては,
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第 2章でさらに具体的に展開している。すなわち,

斎藤萬吉は工業の重要性を充分認めつつ,「国家

は直接に工業者を保護するより,間接に交通の発

達を計るが如 くなるを可とす。之れ一個人を利す

る事なくして全体を利益する者なればなり,亦国

家は一個人にのみ利益を与ふるは公平を失し,加

之,統治上斯かることを為すべき者にあらざれば,

必ずや常に全体を助くる様に注意せざる可 か ら

ず」,と 述べている。彼が,こ うした思想を抱 く

に至ったそれまでの政治的背景には,明治10年前

後までの模範官営時代,国会開設期 (明治23年)に

至るまでの御用商人時代およびその後の政商を担

い手とする保護干渉政策がとられてきたことを見

落としてはならない。かかる史実を踏まえてみる

とき彼の叙上の思想は,明治政府に対する痛烈な

批判として理解することができる。だからといっ

て,商工業の発達を無視しているのではない。彼

はこうのべている。すなわち,工業といえども日

本に適当な仕組みは,今日より精密に研究する必

要があり,それはまた商工業においても同様であ

り,さ らに商工業は自然に発達するものであるか

ら,自然の成 り行きに任せるべきが良策であると

述べている。

かくして斎藤萬吉は,農業重視の必要について,

日本は将来どうなるか明らかでないが,保護干渉

を加えて人為的に商工業の発達を図るよりは,現

在の日本の国家としては寧ろ収めやすい農業上の

利益を開発することが,国富の増強上すこぶる必

要であり,かつ得策であることを強調している。

また,こ うも述べている。「吾人は将来工業を知

らざる可からず。国民の過半六十乃至七十%の利

益を考えずして,一も二もなく商工業を発達せし

むるといふ論は取るに足らざるなり。」

斎藤萬吉が農業重視策を展開してはいるが,そ

の際にも特定一,二の作物について保護干渉をな

すことは,政府として大いに慎むべきことを主張

している。ある論者のごとく,「 日本は専ら特用

作物を耕作し,製造品を作るを以て将来農業の方

針とすべきなど云へるは恐らく空論な らん」,と

厳しく批判している。また和洋折衷農法について

は,「 日本の在来の耕作法を折中して,欧州農法‐

を行ふことは,余は出来ざることと信ず」とし,

「小農組織を用ひつつ,維持改良を図るを以て適:

当なる方法ならんと思はる」,と 述べている。 彼

の日本農業に対する認識と,農業重点策の強調は,

以下の引用文によくあらわれている。「 日本農業:

は小農組織が基礎となって,余 り思慮分別なき,

寧ろ細民が過半を占めて世の中の経済のことを念

頭に掛けざるが如き者多し。故に国家が農民に対

するといふことは,此の種の利益を判断して多数

の利益を全ふする方が,自 家の繁栄し易く且つ国

の治安上適当ならんと信ず。故に日本は他国と異

なりて,国家が農事に干係すること多 くなければ

ならぬを見る。」彼が国の治安上からも, 小農民

を保護すべきことを述べているが,それには当時

すでに地主小作人間に「誠に云ふ可からざるの紛

争」があったからでもある。

他方,工業に関しては,ヨ ーロッパは大工業の

発達に伴って,優勝劣敗の現象を惹き起し,その

結果国民の貧富の差がはなはだしくなり,社会上

。道徳上の秩序を乱し,学者 。政治家がこの問題

の解決に苦慮し,良策を研究せざるを得ない状態:

に至っており,日本もヨーロッパがすでに経験し

た余毒に陥り,こ の点について大いに研究を要す

ることを指摘している。そして,大工業の発達は

歴史の必然であるが,日 下の急務は,官府が保護

しても小工業の発達を図る必要があ り,先 に農

商務省は,小工業者間の共同利益を保護する同業

組合を設けたが,それは不完全であると批判し,

将来この組合に最も力を尽 し,かつ注意して研究

すべきことを主張し,生糸の例をあげて工業家と

農家とは密接の関係を有することに注意し,将来

における工業は小規模にすべきであると結んでい

る。斎藤萬吉が,大資本の農民収奪を批判してい

る点に留意すべきである。以上の限りにおいて,

彼の関心事は,農業においても工業においても小

生産者層の保護育成にあった。

ところで,斎藤萬吉が小農の保護を強調した所
‐

以は,明治維新以来,わが国の農民が前期的資本

の収奪にさらされ,当時においても多くの農民がヵ
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負債に苦悩していたことに最も大きな原因があっ  えなかったことは,信用制度に関して述べたその

た。この負債額は農民にとって,「中々多分の負  後の彼の理論の展開によっても明らかである。

債にして,農家自ら返済する見込みは今日の所中   斎藤萬吉は,従来わが国の農村に自生的に成立

々難し,偶 々農事改良の為に資本を借 りる工風を  した金融機関は不完全ながら,特産物の産地たる

なすも,其の資本は多 くは衣食住其の他日常の生  南部 (馬),阿波(藍)に設置されたとし,こ のはか

計費に費され,若 しくは負債の償却に用ふる故に,  遠州の二官尊徳による報徳講および秋田県の石川

農事に用ふることは殆ど出来」ない状 態 に あ っ  理紀之助による経済会ぐらいのものであったと述

た,と彼は述べている。また,わが国の農家の資  べている。ところで彼は, ドイッの信用制度に例

産はきわめて小額であるから,農家の負債につい  をとり,大規模金融機関と小規模金融機関につい

ては大いに研究を要する問題で,農民が自由に処  てやや詳しく述べている。大規模金融機関として

分することのできるものは,も っばら土地の利益  土地改良銀行 。国立信用貸付所・土地抵当貸付所

であるから,土地を処分することはできず,それ  をあげ,これらの多くは大地主 。大農・公共団体

故に,農業に対して特別の金融機関を必要とする  を対象としたのに対して,小農家にとっては対人

所以のおもなる理由であると述べている。とき恰  信用の小規模金融機関が有利であるとして,周知

も明治29年には農工銀行が,ま た同30年には勧業  のシュルッェおよびライフアイゼンの設立にかか

銀行が設立された。斎藤萬吉は,こ れによって農  る信用組合をあげている。シュルッェによる信用

家の負債償却の方途を講ずることは,国家の任務  組合の設立経緯については述べるまでもないが,

の一つとして宜しいようであると述べ,こ の種の  当時小さな町の裁判官であったシュルツェは,大

機関が積極的に事業の改良進歩をはか り,他方に  商工業の圧迫によって危機にさらされていた資本

おいて自治体の信用が固まるにしたがって,漸次  なき小商工業者に,共同の責任を基礎とする融資

積極的になす方が順序と思うと説いている。そし  機関として信用組合の設置をはかった。斎藤萬吉

て,負債の返済方法については,諸外国の賠償銀  はこれについて,「経済上の事は勿論,此の他道

行制度による長期低利の融資を具体的に数字をあ  徳を奨励し,特に商業者をして大に勤勉,貯蓄の,

げて説明しているが,しかし,こ の制度によって  美風を養成せしめた」ことを力説している。また,

負債を償却するにしても,到底一時にできるもの  ライフアイゼンによる信用組合の設立経緯につい

ではなく,その機運に向ったところから次第に実  ては,当時農村部の町長であったライフアイゼン

施すべきであると述べ,決して楽観視してはいな  が,大農家に小農家が圧倒されて,彼等の資金融

かった。すなわち,こ う結んでいる。「地方団体  通の困難をみてこれを除去することに端を発して

にてこの事が果して成就するや否やは最も難しと  いる。斎藤萬吉は,ラ イフアイゼンが,「兼て道

する所,又銀行一個に対しては利益薄 く,且つ特  徳,美風を養成して,完全なる生涯を送らしめん

に気長き仕事なる故に,此のことは免倒なりとて  と欲して,自 ら此等の人々と共に資本を出して設

為さざる可し。此の二つの事の始末が付けば,他  立」したことを強調している。彼が特にこの二つ

は余 り困難ならず。」 わが国において農工銀行 。  の信用組合について,道徳・美風を説いているこ

勧業銀行等の金融機関が各所に一時に設立された  とに注意を喚起しておきたい。この二つの組合の

ことは,ま ったく諸外国に例をみないもので,そ  設立は,小資産家を救助するという同一の趣旨に

れ故に,日 本独特のものであるから,資本を利用  基づいているが,彼はライフアイゼンの信用組合

して農業を発達せしむる工夫は諸外国に比して,  をわが国の小農家に適当しているとしている。品

「一層手厚くして,国家自ら干渉するも可なるが  川弥次郎,平田東助等が,シ ュルツェの信用組合

如 く考へられる者なり」,と も述べている。 かか  を主張したのに対して,斎藤萬吉は酒勾常明,渡

る制度によって,にわかに効果を奏するものと考  部朔等の農学者が,ラ イフアイゼンの信用組合を



刻

強調したことと途を同じくしている。前述したご

とく,酒勾も渡部もすでに ドイツに留学し,シ ュ

ルッェとライフアイゼンの両組合の沿革について

熟知 していた。

斎藤高吉は,当時までのわが国における農業信

用機関を諸外国との対比において考察した後,わ

が国の農業の実情をふまえ,一方において遠大な

‐将来なすべきことを,ま た他方において今日ただ

ちになすべきことについて次のごとく述べ,と く

に後者については,小農家に資本を融通する必要

の急務を説いている。「将来施すべく為すべきこ

とは多々あるが,広 く論ぜば農産物の海外輸出,

治水灌漑,植林,農民負債の償却,道路の修繕 ,

1其の小なる者は耕作地の改良,農産物の収穫を増

加すること,此の中にて最も容易なる事は,耕作

法を丁重にすること,肥料を増す事は今日の焦眉

の急なる様に思はるるなり。一般の耕作を丁重に

す る事は適当な方法を立つれば能く出来 るな ら

ん。然れども肥料を増加せんと欲することは,多

少の金品を要す。仮に日本内地水田魚 肥 の代価

は,七,八十銭ならん。之を一倍して施すとせば,

恐 くは一反歩一円内外,一町歩に改良せば十円内

外となる。一町歩十円内外の資本の融通は,従来

の方法にて借金をなす。この借金をなすことは不

得策なり,若しも一町歩十円内外の金を借る方法

立ちて,利率安き時は左程困難ならざるものなれ

ば,是非実行しても可なり。」また他の箇所 に お

いて,信用制度および米麦作と養畜を改良するこ

とは,最も焦眉の急務であると主張している。か

かる適切な指摘は,農業について技術と経済の両

側面を深く知っていたからこそよくなし得た。

かくして斎藤高吉は,わが国の農家に資金を融

通する途を開く方法について自己の意 見 を 開陳

し,15項 目に亘って細心の注意を払いつつ懇切に

展開している。先ず地方の有力家で,農事に熱心

な人の存在を何よりの前提条件としてあげ,次い

でその地方の農業がやや進歩し,自治経済の方法

もやや固まり,そ して資本の必要を感じている町

村にはじめて信用が行われることを,前述の日本

および ドイツの例に徴しても判然としており,そ

れには一身を犠牲にして行なわなければ,到底充

分な効果を奏するものではないと述べている。信

用組合の起る当初は,「有力家又は地主に於て,

例せば耕作地に肥料を加へ,又は耕作を懇にして

其の結果が果して良好なれば,自 ら安き利息の資

本を小作農民に供給せられ来る」として,こ の貸

借期間を先ず一カ年以内とし,収穫物を販売した

ときに返済せしめることを良法とし,こ のように

して地主も農家も利益を知るにいたれば,相互の

信用が固まり,これに伴って二,三年で返済する

貸借を始め,細農もこれに慣れることによって信

用組合を設立することができると述べている。だ

がそれは簡単にできるものではないと述べ,さ ら

に具体的に次のごとく説明を加えている。すなわ

ち,名称を作る前に有力家または地主が,「進ん

で率先して低利の資本を出し,小作人又は無資産

者に貸与して肥料を畑に施さしむるか,又は土地

を改良せしめて,而 して後は,収穫高に応じて五

%乃至四%位の利子を取 りて試験せしめて,此の

妙味を自他が覚 りて二,三年の歳月を経過せば,

此に自然に出来るに至る。何となれば,小作者も

此の利益を覚 り地主も亦小作人が如何に不道徳な

る仕方をなすも,終に地主の愛に励まされ,地主

は又小作人の信実となるに至 りてj両者互に相慣

れて来る故に両者の間に盛に行はるるに至る。故

に信用組合を設けんと欲せば斯く気永に,且つ困

難をなさざれば決して出来る者にあらず。 (中略)

諸子亦,斯る必要を覚らば自ら進んで五十乃至百

の金を低利に出して農業を教へ,且つ之を貸与へ

て農事の改良を行はじめ,同時に信用を旨として

道徳に基き事を計るべし。決して規則を基とし初

めより成すべからず。」かくして,農村の信用事

業は有力家が自己の利を,「損失し終らしむるも」

行 うものであるから,国家はこれらの人には勲章

高爵を与えて奨励すれば,小組合が続々と興起す

るに至るとし,「去れば国家は大いに富み進歩し,

所謂富国強兵の実蹟を挙ぐるものならんか。又行

政家も斯る事を行はしむる様にせば,所謂虎の巻

たるものなり」,と 力説強調している。

かかる組合が各地にでき,ますますその必要を
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自覚するにおよんで農工銀行・勧業銀行と連繁す  が,こ の間に往々矛盾することが起るであろう。

る必要を悟るに至る。かくのごとくするには,最  勧業銀行・農工銀行の基礎が固まるに した が ,

初はどこでも有力家または地主の公共心に基づか  て,漸次相当の適任者を入れ,その人を得て始め,

ねばならぬから,国家はこれらの人を大いに優待  てよく運用されるものであるから,そ うでない場=

する義務があり,同時にまた国家は農工銀行・勧  合は政府が命令して行なうべきである。また,信

業銀行等に前述の組合または法人に対して,特に  用組合の良否は,大いに地方行政機関の如何に関

便宜を与える必要がある。現在のところ二,三の  係するから,地方行政官もよくこれに注意する必・

農工銀行や勧業銀行が,農家に融資しようとして  要がある。されば,「信用組合も能く行はれ,国、

も一個人を相手にしてはできないから,信用組合  家の富強従って進まん」,と 結んでいる。

が法人となって融資をうけるようにすれば,それ   あえて,斎藤萬吉の信用組合論を詳述した所以

らの銀行も非常に便利であって,そ うすることな  は,彼は富国の基礎を農事改良による生産力の増'

しには銀行の効果も少ない。さらに信用組合の運  強,そ してそれに基づく農民の経済的地位の向上,

用に説きおよんで,小規模の組合は別にそれほど  したがってまた農村の振興をはかるために,農家
‐

必要でなく,有力者に一任するか各地で適宜に定  への資金融通をきわめて重視していたからにはか‐

めて良いとし,いたずらに政府の一片の法令下に  ならない。すでに「手稿」の考察においてみたご

全国画一の規則を発布するようなことは空論・徒  とく,こ の具体策を練ることは福島時代からの懸 .

労に属すると断じている。また,政府はこれらの  案であった。

銀行に命令して大商工業家に融資するは宜しくな   信用事業運営の良否は,人材いかんにかかわる

いから,な るべくこれを停止せしめて,可及的に  ことを斎藤萬吉は強調したが,農業教育を論じた_

農家または組合に融資するようにはかるべきであ  際にも同様にこの点を強調している。例えば,1農:

ると説いている。規則を画一的に設ける点につい  学校の設立上もっとも重要なことは,校長の選択 _

ては,わが国はすべて規則を先にして事 を起 す  にあり,校長は農業に関する一般の学術を心得た

が,全国各地同一に行うようなことは得策でない  ほかに,生徒の鑑となる人でなければならず,か

とし,その理由を地方によって組合を必要とする  かる校長がいなければ農学校を開設しなくともよ

ところと,いまださはど必要を感じないところが  いとまで述べ,そ して農商務省は農学校の教科目

あって,大いに事情が異なると批判している。   について,かれこれいうにおよばず,ただ良校長:

信用事業を起すに際して,有力家の思想・精神  を任命すればその学校を永く維持し,かつよく所

の心底には,信用制度の実行を急ぐよりは,寧ろ  期の目的を達成することができると力説 してい‐

一地方の農事の教導者ないしは農事教 師 とな っ  る。当時の地主には不耕作者が多 く,彼等は土地 .

て,細農を教導することに努めることによってそ  を売買物件として,低落の際には買収し,利益の

の効果を顕著に奏することは,報徳社の例に徴し  減少するときには売却するという現象が起ってい

ても知ることができ,その後においてはじめて信  た。彼はこれを苦々しく考え,「国家の為めに愁:

用制度を起すことを得ると述べている。      ふべき事」であるとし,「農事改良の先務はかか

なお,信用組合の対象区域と,上述の銀行およ  る座食の徒を引き出すに在 り」,と述べてい る。

び地方行政機関との関係については次のごとく述  こうした現実を念頭においてか,地主または農家

べている。すなわち,信用組合は大きな村であれ  の子弟にして,卒業後自家の農業経営に従事する

ば一村ぐらいとし,一郡内,一県内を一括するこ  以外に,地方の農事一般のことに従事する者を養 :

とは事務の整理上得策でないとして,わが国では  成する教育機関を設置する必要があるとして,そ

大規模の信用組合制度が最初に設立され,小規模  の水準を農科大学の実科ぐらいか,尋常中学校卒こ

の信用組合を漸次設立しようとする状 態 で あ る  業後二,三年間農業教育をうけた者をあてるべき
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であると述べ,こ れには国家が干渉することが最

もよいと強調している。ちなみに,当時高等農林

学校は未だ設立されていなかった。

斎藤高吉は『農政学』において,国家の政治の

在 り方につき, しばしば中央集権政治を批判 し,

地方分権を拡張すべきことを主張 して,地方につ

いては画一的な法律の不要を説いている。地方分

権制度の重要なる所以と,その実施方法に関して

は,彼が自ら要約しているので後段に譲るが,こ

こに重複をさけて敢えて述べる所以は,彼の農政

学ないしは農政思想上,地方分権論はきわめて重

要な意義を有 しているからである。彼はこう述べ

ている。中央政府は外交・軍事 。司法等にもっば

ら全力を用い,内治民政に関するものは宜敷地方

行政機関に分担せしむべきで,「余輩は地方分権

に就て大いに主張する者なり」と力説し,その理

由を地方分権でなければ,地方自治は到底円満に

は行かない。さらに自治制の適不適地について,

商工業の盛んなところは,自治制を布くことは困

難であるが,その他の地方においては自治制を行

なうことは多大の困難を伴わない。けだし,事が

まとまりやすいからである。そして,わが国の農

事を改良し,次第に実益をあげるには行政法の良

否にかかわることは勿論であるが,こ とに市町村

のような自治体においては,その良否がもっとも

関係あるもののようで,地方自治体が強固になる

に従って,地方の農事経済のみちを疏通すること

ができ,自 治体を強固にするには,適当な人物が

あってはじめてその実績を挙げることができると

述べ,こ こでも人材について強調 している。かく

して,「農事の改良を行はんと欲せば,必ず地方

行政を発達せしめよ。蓋し地方行政発達し,地方

官に権力を附せば,其の地方官に其の内部の行政

は,各 々適当なる人物を挙げて彼等をして充分活

動せしむれば,地方は従て政務能 く挙り殖林・治

水,耕種,養畜,地区改良,衛生,教育等も従て

各々其の適当を得て,自然に期せずして改良せら

るるものならんか」,と 述べている。地方分権につ

いては,斎藤高吉自らこれを要約 しているので,

以下にその全文をかかげておく。

(1)吾人が,地方庁に中央政府の仕事の一部分

を分ちて任ずる方可なりと称するは,今日の所

謂中央集権を分轄して地方自治体に任せ,所謂

地方分権となす可しと云ふに在 り。 然 る とき

は,地方長官は今日の場合よりは甚だ重 くなり,

故に普通の政務官とは区別して丁重に任免し,

且つ其の待遇を重ふせざるべからず。即ち,内

閣が交代する毎に其の地方長官を変更すること

は,大に不可なりと信ずる者なり。

(2)内治民政に関しては,之れを悉 く地方長官

に一任して,中央政府は只其の要領を監督せば

可なり。

(3)河川,道路,山林,鉱山,徴税,衛生,教

育及び農工商業に関する行政事務は,出来る丈

け中央政府を放れて地方庁に移任すること。即

ち,従来は河川は内務大臣が総轄し,処により

ては土木署なる内務省の出店あり。又,道路も

鉱山も各其の省の分家的出張所あり。徴税は地

方官が行ひしが,今日に至 りては,大蔵大臣が

其の一部を行ふこととなりたり。然るに,之れ

を悉 く地方官が行ふ事に為すを最も便益なりと

信ず。蓋し,之れ等のことを一纏にして地方官

に行はじむれば,能 く其の事務を取扱ひ且つ充

分成功あらん。

(4)地方長官は,次第に市,郡 ,村長に行政事

務を分任すること。

(5)地方長官の職務の重なるものは左の如し。

① 専ら内務大臣,大蔵大臣に属して普通の行

政事務を取扱ふこと。③ 市町村の自治体の発

達を謀ること。之れは地方長官が特に注意して

為すべきものなり。(0)教育,特に国民教育の

普及を謀ること。(D)地方経済上に干渉するこ

と。

(6)斯の如 くなれば,地方庁の費用は増加する

に相違なし。其増加する比例は,現在は一個処

四万円位ならんが,終には七万円にも達するこ

ととなる。併し,其の仕事が従来中央政府に属

せし者を割きて移す故に,此の費用を差引きて

幾分の損失はあるにせよ,充分地方庁の経済を

維持することを得るならん。
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(7)国家も人民も,共に府県以下の行政機関に  如きは労働者の最も快楽を取るに足る もの なれ

,就ては,今日の如く政党の争は出来る丈け為さ  ば,之れ等は自家にて醸造して飲用し,煙草の如

ざるを最も可とす。即ち,之れが為めには法律  きものは自家用のものは自家耕作して弁ずべし。

を以て之れが争を皆無にせんと欲するも,豪も  此他茶も亦然 り。況や農具の如きは勿論の事なり

其の効果を奏するにあらざれば,官庁は其の人  とす。尚衣料の如きも自ら糸を績ぎて之れを織 り

を能く選挙して任ぜよ。左れば,斯る争論は減  て着用す可し。生糸類の如きも自家用の者は自ら

少するを得べし。               養蚕 し,以て自ら生糸に製して使用せ り。即ち若

斎藤高吉は『農政学』の主要部分を 自 ら要約  干の点迄は物品経済の如くせよ。亦外国より来る

し,日本は元来農業国で,その農業は小農組織に  処の贅沢品の如きは,之れを退ける的の剛毅なる

よっており,こ れを愛護することは正しく国家の  精神あるべし。」

:義務であると信ずるとして,次のごとく要約して   斎藤萬吉は『農政学』の結論において,わが国

いる。                     は村をもって成立するから町に着手するより,村

「 (1)地方行政機関の完備を謀ること。之れが為  に着手することが最も肝要であるとし,富国強兵

には,先づ第一に政府は大に地方長官に重きを置  に説きおよんでこう述べている。「余輩は信ず。

きて任命する様せざるを得ず。亦兼て地方有力者  地方官に権力を附し,且つ中央政府の仕事を為さ

を以て地方自治体の主となさしむる様にせよ。(2) しなるを得て地方自治体は章固なる者となりて,

此の有力なる人々にして,実際功労ある人々には  日本国家は従て富み,兵強く■つ農界の為めにも

:武勲文功と等しく国家は宜しく奨励せられん事を  最も好都合とならん。夫れ斯の如 く最も肝要なる

希望す。併るに将来も此の種類の局に留まる処の  事なれば,国家の威力を仮りても決行すべき事な

人物養成には,国家は力を用ひて勤むることを可  らん。」彼はまた他の個所で,現在わが国の過 半

とす。(3)凡 て生産事業に付ては,可成的自然の成  の農民は幾分ずつ土地を所有して,きわめて愛国

行に任せて万一国法人等に於て,其の生産事業に  心に富める国民となって幾百年を経て今日に至っ

保護干渉せねばならぬことあるも可成的之れ等は  ている。土地財産を有する者は,いずれの国民に

1間接に保護干渉することを可なりとす。(4)工業の  ぉぃても愛国の情が最も強いものであると述べて

自然に発達するは国家の為めに慶事なりとす。(5) ぃる。斎藤萬吉の農政学は,国家と農民の共栄を

・農事の事は,几て其の功果が遅き故に,徒らに或  はかることを終局の目的としていた。

る事業を起すよりは寧ろ守る法安全なりとす。(6)  ..
:殖民開拓は先づ現在にては, 日本領土内に於て決   33)斎藤助教授講話『農政学』(明治35年刊,千葉
:行するを安全なりとす。(7}農家一家の家内として    県千葉郡農会)。

、は,勤倹進取の知識あると共に,退て銀難を守る   34)斎藤萬吉の言行一致の人となりについては,須

の勇気あるべし。且又自家用品の如きは可成的自     田々黎吉「斎藤萬吉の人となり」(前掲,『明治大

ら之れを弁ずるを以て得策とす。所謂古来の物品    正農政経済名著集第9巻』付録「月報」所収)を

交換経済の妙味を捨てざるを可とす。即ち濁酒の    参照されたい。
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